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【巻頭言】       

部会とともに：過去，現在そしてこれから 

 

三野たまき 

 

信州大学教育学部 

 

１．振り返って 

 私が被服衛生学部会にお誘いを受けたのは，か

れこれ20年前になる．当時，いくつかの学会でお

話をさせて頂くようになった駆け出しの頃で，登

倉先生からお声を掛けて頂いた記憶がある．それ

にもかかわらず，恐れ多くもその時本部会に入会

しなかったという事実も，実はある（冷や汗）． 

当時の私は共立女子大学家政学部の生物学研究

室の助手で，所属研究室の教授であられた上田一

夫先生のご方針で，被服学関連の学会のみならず，

その他の十数の学会に所属していた．先生のご指

導はとてもシンプルかつ明快で，これら学会それ

ぞれに毎年発表し，論文を書くという，今では考

えられない荒技を成し遂げていた．加えて当時の

私は乳飲み子を2人抱えていたので，常に寝不足

との戦いであった．そんなわけで，これ以上は！

の思いに，ひたすら後ろ向きな態度を取っていた．

そのような私が本部会で初めてお話させて頂いた

のは，鎌田先生に講演の依頼をされて参加した，

児島で開催された夏季セミナーであった．当時下

の子が小学校に入学し，私自身も助手を退職して，

上田教授の下での博士課程の院生であったので，

岡山まで行って 1 泊する時間が取れたのだと思

う．田村先生と伊藤先生がお食事をしているとこ

ろにご挨拶に伺ったところ，「やっと出て来たわ

ね」と声を掛けられたことを思い出す（冷や汗）． 

また，本部会に参加した感動は，自分が今まで

読んでいた論文を書かれた先生方が，同じフロア

ーを歩いている！ことであった．長野で開催した

某学会に，本学部の学生に応援を依頼したところ，

受付名簿を見ながら「先生，あのゼミで読んでい

る論文を書かれた先生方がいらっしゃるのです

か．紹介して頂けますか」とせがまれた．内心，

おまえもかと思いつつ，先生方をご紹介した．そ

の後，彼女らが得意気に後輩に向かって「すごい

よ．この論文が歩いているんだから」と，少し文

法が間違った会話をしていたことを思い出す． 

２．現 在 

先日とある子育て中の若い先生に，某学会でお

会いした．「三野先生はよくあれだけ論文をお書

きになられますね」とお褒め（？）のお言葉を頂

いた．私は「先生は確かお子様はお二人でしたよ

ね．きっと今とても手がかかりますよね．そして

時間もかかりますよね．内もそうだったんです．

ところが二人とも大学生になると，子ども達にか

けていた時間が余るんですよ．それと仕送りにお

金がかかるので，気軽に遊びにも行けないんです．

だから論文書くしか楽しみがないんです．先生も

直に，論文書きを楽しめるようになりますよ」と

答えた．何とも申し訳ない論文書きの理由である． 

 

３．これから 

本部会委員が持つ知識や経験を世の中にさらに

生かし，役立てるための工夫は無いものだろうか．

まずは部会として，これだけの知識の宝庫をもっ

と外に向けて発信する必要がある．そしてもっと

積極的に企業とタイアップして，世の中の人々が

用いる衣料などを製品化する方法を探る必要があ

る．恐らく，我々の持てる知識を具現化する方法

が，どこかに眠っているのではないかと思う次第

である．我々生活者かつ研究者が，世の中に貢献

すべき時が今，まさに到来している．このように

他に類を見ない素晴らしいメンバー，若いメンバ

ーがいる部会も，来年は30年の節目を迎える．自

分が部会の運営の一端を担い始めた時だからこ

そ，諸先輩方のご苦労が身にしみ，これまで支え

て頂いた感謝に堪えない．今後共に発展するため

の，若い先生方につなぐ一つの形でありたい． 

 

＜連絡先＞ 

〒380-8544 長野県長野市西長野6-ﾛ 

信州大学教育学部 三野たまき 

電話・FAX：026-238-4182 

ｅメール： mitusno@shinshu-u.ac.jp 
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【総説】 

着衣における温熱的快適性評価 

～ 主観的な“心地良さ”や“快適感”をいかに客観的に評価するか ～ 

 

深沢太香子 

 

京都教育大学 教育学部 

 

１．はじめに 
 良好な労働環境や温熱的に快適な衣生活の実現

は，着衣の熱・水分移動と密接な関係がある．そ

こで，着衣における人体からの熱と水分移動機構

およびヒトの生理反応と温熱的快適性との関連性

に関する研究は，社会的貢献性の高い学術研究と

して，公衆衛生学（Tochihara と Ohnaka, 2005）
をはじめ，生理学（Havenith ら, 2002），人間工学

（Parsons, 2003）などの被服衛生学と関連する学

問分野からも注目されている． 
 着衣の熱・水分移動特性は，物理現象として，

その移動性能を定量的に論じられるものの，温熱

的快適感は，ヒトの主観的評価より論じられる．

そこで，ヒトの感覚が客観的に評価されるように，

尺度を用いるなどの工夫がなされてきた．しかし

ながら，多くの研究者によって，既に指摘されて

いるとおり（たとえば，Lee ら, 2009），状態の定

義と意味の理解など，その評価尺度には多くの問

題が存在している． 
 他方，ヒトの心理状態を定量的に評価する計測

技術が近年確立されて（たとえば，山口と新井，

2004），この手法は，衣服が生体にもたらす効果

を評価する際に活用されている（小柴ら，2010；
平林，2009）．そこで，本稿では，この計測技術

による温熱的快適性評価の可能性について考える

とともに，温熱的快適性に関する基礎知識につい

て，文献を交えて紹介する．さらに，温熱的快適

性評価における今後の課題についても考えてみた

い． 
 
２．温熱的快適性に関与するヒトの感覚 
 ヒトを対象として温熱性の実験を行う際，主観

申告として評価される項目に，温熱的快適性の他

に，温冷感，湿り感（乾湿感とも表現）がある．

温冷感は，暑さ/寒さに関する感覚であり，湿り感

は，乾き/湿りに関する感覚の評価である．被験者

実験において，これらの両感覚は，独立して評価

されるものの，温熱的快適感を左右する感覚であ

る．具体的に，安静状態にある場合には，温熱的

快適性は温冷感に強く依存する．一方，運動等に

よって深部体温が高い状態にある場合には，温冷

感よりもむしろ湿り感に強く依存する（Gagge ら, 
1969）． 
 ここでは，温冷感と湿り感の感知機構と感受性

について述べる．はじめに，感覚受容器について

簡単に説明する． 
1）皮膚における感覚受容器 
 皮膚は，図 1 に示すとおり，表皮，真皮，皮下

組織より構成される．皮膚には，外部からの物理

的，化学的刺激を受容するために，神経が存在す

る．その神経の終末は，ある特定の刺激に対して

受容器として働く（赤羽と佐藤，2003；岩村，1984）．
受容器には数種あり，複数の文献をもとに，その

名称と役割を表 1 にまとめた（赤羽と佐藤，2003
；Baggaley，2001；岩村，1984；前野，2002；山

口，2005）．  
 

Fig. 1   Receptors incorporated in the human 
skin（Baggaley, 2001） 
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（著者は，各受容器の役割を調べる術がないので，

推測の域を出ないが，）受容器には複数の役割を

担うものがあり，ヒトの温冷感に関与する受容器

は，自由神経終末とルフィニ終末と推測されてい

る． 
2）温冷感とその感受性 
a）温冷感の感知機構 
 温冷感（温度感覚とも表現される）は，温度受

容器によって感知される（Hensel，1974；Hensel 
and Zotterman，1951）．温覚と冷覚は独立した感

覚とされており（Spray，1986），温かさを覚え

る受容器を温受容器といい，冷たさを感じる受容

器を冷受容器という（山内と鮎川，2001）．これ

らの受容器による知覚点を，それぞれ，温点と冷

点という． 
 全身中，温点は 3 万個程度，冷点は 25 万個程度

存在するといわれている（輿水，2007）．しかし

ながら，図 2 に示すとおり，全身中における温点

と冷点の密度には，身体部位差のあることが実験

的に確かめられている（李と田村，1995a；田村と

李，1995；山内と鮎川，2001）． 
b）温冷感の感受性 
 ヒトは，初期皮膚温に対する温度変化を敏感に

とらえて，温冷感として知覚する．温度変化を認

識した際の温度変化量を，温冷感の閾値という． 
 温冷感を感知する温点・冷点には身体部位差が

存在するとおり，温冷感の閾値は，温点・冷点の

密度の順にほぼ従う（Choi and Seol, 2001；李と田

村，1995b）．したがって，閾値の小さい部位ほ

ど僅かな温度変化を感知することができる．図 3
に，日本人若年女子を対象とした温冷感の閾値

の身体部位差を示す（内田と田村，2007）． 
3）湿り感 
a）湿り感の感知機構 
 ヒトの皮膚には感覚受容器が存在する．表 1
に示すとおり，温度を感受する受容器が存在す

ることは明らかにされているものの，「湿気」

を感知する受容器の存在は，いまのところ明ら

かにされていない．そこで，湿りを感知するメ

カニズムとして，様々な研究の成果から，以下

のことが考えられている． 
 皮膚温と同温の水が皮膚上に存在している際

に，蒸発が発生しないと濡れを感知することが

できない（小柴と田村，1995）．一方，皮膚表

面から水分が蒸散すると，ヒトは，濡れを感知

することができる．これらより，潜熱による微

Fig. 2   Distribution of warm and cold spots in the 
whole body with young Japanese females （Lee 
and Tamura, 1995a；Tamura and Lee, 1995）.  

Fig. 3   Warm and cold thresholds in young 
Japanese females (Uchida and Tamura, 2007) 
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細な皮膚温低下とそれに伴う顕熱流束の増加は冷

覚を刺激して，湿りや濡れが感知される（田村と

小柴 1995；Yamakawa と Isaji，1987）． 
b）湿り感の感受性 
 ヒトの湿り感は，周囲環境の相対湿度よりも絶

対湿度が影響する（潮田と中島，2001）．全身に

おいて湿り感を覚えるのは，皮膚上の絶対湿度が

15 mmHg から 22 mmHg くらいであることが実験

的に検証されている（たとえば，田村と小柴，1995
；潮田ら 1995）． 
 湿り感が感知される際に関与する冷覚には，前

述のとおり，身体部位差がある．したがって，湿

り感には，図 4 に示すとおり，身体部位差が存在

する．冷覚と同様に，体幹よりも四肢のほうが，

湿り感を知覚する絶対湿度，いわゆる湿り感の閾

値が小さい． 
 
３．温熱的快適感 
 ヒトは，体熱平衡が維持されて，つまり深

部体温が好ましい状態にある場合に，温熱的

な快適感を得ることができる（Chatonnet と 
Cabanac, 1965）．人体は，自ら熱産生を行い，

同時に水分を放散するので，人体からの熱と

水分移動の程度は，温冷感と湿り感に反映さ

れる．したがって，ヒトの温熱的快適性は，

温冷感と湿り感が主たる要因といえよう． 
a）温冷感か，湿り感か 
 しかしながら，それぞれの感覚が，温熱的

快適感に及ぼす影響力は，暴露される環境と

身体の熱産生によって異なるようである（三

浦，1971；渡邊ら，1976）． 
寒冷環境下で安静状態にある場合，温冷感は

温熱的快適感に反映されるものの（深沢ら，

2003；栃原，2007），やや涼しいと感じると

きに，温熱的な快適感が得られる（Gagge ら

1967）．他方，暑熱環境や運動等により熱産

生量が高い状態の場合，発汗に伴う蒸発潜熱

量の増加は，温熱的な不快感の程度と高い相

関性を示す（Gagge ら，1969）．このことは，

暑熱環境や運度時における温熱的快適感は，

温冷感よりも，むしろ湿り感の影響を強く受

けることを示唆するものであろう． 
b）定量的な評価方法 
 温熱的快適感の評価には，感覚を数値化し

た尺度が用いられることが多い．その理由と

して，物理的な尺度で測ることが難しいこと

があげられる． 
 しかしながら，Winslow ら（1939）は，“皮

膚全体が汗で均一に覆われて，全て蒸発する

ときの蒸発熱量”に対する“実際の人体表面

からの蒸発熱量”を比で表した，いわゆる皮

膚濡れ率（皮膚濡れ面積率ともいう， skin 
wettedness（無次元））は，ヒトの温熱的な快

・不快とよく連動することを報告している． 
皮膚濡れ率，w（-），が 0.3 程度までを示す場

合，全身の温熱的快適感が得られ（Gagge ら，

1969），それ以降になると，皮膚濡れ率の増

加に伴い，図 5 に示すとおり，温熱的な不快

感の増すことが実験的に検証されている（た

とえば，Fukazawa と Havenith，2009）． 

Fig. 4   Sensible humidity threshold of body 
locations (Fukazawa et al., 2009). 

Fig. 5   Relationship between the thermal 
comfort sensation and the skin wettedness in the 
whole body, wbody（ Fukazawa and Havenith, 
2009）  
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c）皮膚濡れ率 
 本稿では，皮膚濡れ率の定義について，簡単に

記述するので，詳細の理解には，Winslow ら

（1939），Nishi と Gagge（1970）を参照されるこ

とを推奨したい． 
 皮膚濡れ率，w（-）は，次のように定義されて

いる． 

    w =
qsw + qdiff
qemax

，  （1） 

ここで， 
  qsw：体温調節上，生じた汗による蒸発熱

（W/m2） 
  qdiff：皮膚拡散による蒸発熱（W/m2） 
  qemax：ある皮膚温を示す全身が，均一に汗で

濡れており，その汗の全てが蒸発すると仮定した

場合の蒸発熱（W/m2）． 
このとき，qemaxと qskは，それぞれより得られる． 

    qemax
=
Csk,s -Ce
RD

×L，  （2） 

    qsk =
Csk -Ce
RD

×L，  （3） 

ここで， 
  Csk,s：皮膚温における飽和絶対湿度（kg/m3） 
  Csk：皮膚表面の示す絶対湿度（kg/m3） 
  Ce：周囲環境の絶対湿度（kg/m3） 
  RD：人体表面から周囲環境への水分移動抵抗

（s/m） 
  L：水の潜熱係数（2.43×106 J/kg）． 
この人体表面からの蒸発熱，前述の発汗による蒸

発熱，qswより構成される．したがって，式 3 を， 

    qsk = qdiff + qsw   （4） 

と表すことができる． 
これらより，wは，次式より得られる． 

    w = qsk
qemax

= Csk -Ce

C sk,s-Ce
 ． （5） 

d）皮膚濡れ率における注意点 
 ヒトの温熱的快適感の評価を行う上で，皮膚濡

れ率は，非常に便利な指標である．しかしながら，

使用の際には，留意すべき点がある． 
 定義でも述べられているとおり，皮膚濡れ率は，

全身が均一に汗で濡れている状態を想定してい

る．したがって，無効汗量の多い状態下での温熱

的快適性の評価には適さない．実験的な研究報告

によると，全身の皮膚濡れ率が 1 以下を示す状況

であっても，平均皮膚温が 35 °C 以上を示す場合，

温熱的快適性の評価には不適当である（Mochida，
1994）． 
 皮膚濡れ率は，皮膚濡れ面積率とも呼ばれてい

る．それは，前述の qsk/qemax と，全身に対して汗

で濡れている面積の比は，均しくなると考えられ

ているからである．しかし，微細な空間における

物質伝達の数値解析によると，面積比から得られ

た wは，蒸発熱量から得られた wよりも著しく低

い値を示す（Kuramae ら，2008）．  
 以上のとおり，皮膚濡れ率は，便利な指標であ

るものの，使用することのできる条件のあること

を留意しなければならない． 
 
４．心理量計測技術の応用 
 近年，ストレスに関する客観的な心理計測技術

が確立されてきた（山口と新井，2004；井澤ら，

2007）．それらによると，負のストレスを受ける

ことにより，内分泌系ではコルチゾールは増加し

て（Miki ら，1998；Watanuki と Kim，2005），交

感神経系ではアミラーゼ活性が亢進する（山口ら，

2007）．そこで，これらのようなストレスマーカ

ー（定義は後述）は，肌触りなど，被服衛生学に

関連する研究に応用されている（たとえば，綿

貫,1999；田中と緑川，2003）． 
 このような方法は，心理量をストレスマーカー

という物質によって，定量的に評価することがで

きる．そこで，本稿では，心理量計測を簡潔に紹

介するとともに，その計測技術の温熱的快適性評

価への応用の可能性について記述する． 
a）生化学物質 
 ヒトの恒常性は，神経系，内分泌系，免疫系，

代謝系などの機能が協調することによって維持さ

れている．各機能が働く際には，生体内の化学物

質により情報が伝達される．そのような物質のこ

とを生化学物質という．生化学物質は多数あるの

で，各機能とそれに関連する生化学物質を簡潔に

まとめ，表 2 に示す． 
 生化学物質は，血液，唾液，尿などに含まれる

ので，濃度を計測することで，数値化・定量化す

ることができる． 
神経系や内分泌系に関与する生化学物質の中に

は，ストレスの大きさに応じて，濃度が顕著に変 
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化するものがあることが確認されている．そこで， 
ストレスの強度に応じて変動を示す生化学物質の

ことをストレスマーカーと呼ぶ． 
 表 3 に，代表的なストレスマーカーが示されて

いる．ストレスマーカーの濃度は，血中において

高値を示す一方，血液採取がストレスを負荷して

しまう．しかし，コルチゾールやアミラーゼの場

合，唾液中の濃度は比較的高いため，非侵襲的に

サンプルを採取することができる（山口，2007）．

ゆえに，これらのストレスマーカーは，唾液を採

取して行う心理量計測に主に用いられている． 
b）ストレスマーカーの分泌機構 
 ヒトに刺激が加えられた際，その刺激に対応す

るために，中枢神経からの指令は，交感神経系や

内分泌系を介して全身に伝達される．このとき，2
つの系が賦活される．その伝達系を図 6 に示す（山

口と新井，2004）． 
 刺激が負荷されると，視床下部からコルチコト

ロピン放出ホルモンが分泌されて，これが下垂体

に作用する．これを受けて，下垂体は副腎皮質刺

激ホルモンを分泌し， 終的に副腎皮質から，コ

ルチゾールが分泌される．この系は，HPA
（hypothalamic-pituitary-adrenal）と略される． 
 刺激が負荷されて賦活する，もう一つの系では，

ノルエピフリンの作用によって交感神経系が活性

化して，副腎皮質からカテコールアミンが分泌さ

れる．この系は，SAM（sympathetic nervous-adrenal 
medullary）と略される． 
 アミラーゼは， SAM 系におけるノルエピネフ

リンの作用によって分泌される．ところが，ノル

エピネフリンは，神経の末端からも分泌されるの

で，アミラーゼは，交感神経系の直接的な作用に

よっても分泌される． 
c）温熱的快適性評価への可能性 
 負のストレスを受けることにより，コルチゾー

ルは増加し，アミラーゼ活性は亢進する（井澤ら，

2007；Kudielka ら，2004，辻と川上，2007）．こ

れらのストレスマーカーは，ヒトの温熱的不快感

に起因する生体のストレス反応を客観的に評価し

得るものであるか，その有効性について検討され

ている（深沢ら，2009）． 
 コルチゾールなどの内分泌系ホルモンは，刺激

が付与されてから唾液に反映されるまでに，20 分

から 30 分ほどの時間遅延がある（井澤ら，2007）．
よって，温熱的快適感と連動しないので，タイム

Fig. 6  Secretion of biomarkers in SAM and 
HPA systems（Yamgaguchi and Arai, 2004）. 
In the figure, NE is the norepinephrine, CORT 
the cortisol. 
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ラグを考慮しなければならない． 
 温熱的快適性の評価指標となる皮膚濡れ率に対

して示したアミラーゼについて，図 7 に示す．温

熱的快適感の維持される，皮膚濡れ率が 0.3 程度

までのアミラーゼは，ほぼ一定値を示す．他方，

皮膚濡れ率はそれ以上の値を示すようになると，

皮膚濡れ率の増加に伴い，温熱的な不快感が増し

ている． 
アミラーゼは，交感神経系の直接作用により，応

答性の速いことが，皮膚濡れ率をよく反映したの

であろう． 
 この結果は，アミラーゼは，温熱的快適性の定

量的評価指標として，可能性のあることを示唆す

るものの，能動的/受動的な温熱的不快感に対する

応答に関する検討が必要であると考える． 
 
５．おわりに 
 温熱的快適感という心理量を，物理的な尺度で

測ることは難しい．しかし，先人達は，この課題

に対して果敢にチャレンジして，定量的評価法を

考案してきた．筆者は新しい評価法を考案するに

至らないが，先人達の成果である定量的評価法を

適切に用いて，より良い日常生活や良好な労働環

境の検討に活用したいと思い，本稿では，一部を

取り上げた．紙面の都合により，参考とした文献

全てをリストアップすることができなかったこと

をお許しいただきたい． 
 
要約： より良い日常生活をはじめ，作業を効率的

に行う際には，温熱的に快適な状態を維持するこ

とが望ましい．この温熱的快適感という，ヒトの

心理量の客観的評価方法について，ヒトの温熱的

快適感の感じ方とともに紹介した． 
（キーワード：温熱的快適性，温冷感，湿り感，

主観的評価，客観的評価）．  
 

    Review：Human thermal comfort sensation –How can 
human thermal comfort be objectively evaluated and 
obtained?-, Fukazawa, Takako, Kyoto University of 
Education, Abstract: Researches of human thermal 
comfort, which is psychological phenomenon, have 
been actively made in the world, because it 
considerably affects human health and productivity. 
Here in the present paper, a convenient index and 
biochemical substances have been introduced as 
objective evaluation methods for thermal comfort. 
Keywords: thermal comfort sensation, thermal 
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【原著】 

異なる季節・地域における望ましい 

ユニバーサル・ファッション提案のための着衣に関する研究 

～ 基本項目について ～ 

 

山崎和彦 1）、平田耕造 2）、岡田宣子 3）、伊藤紀子 4）、藤原康晴 5）、 

諸岡晴美 6）、船津美智子 7）、栃原 裕 8）、岩崎房子 9）、田村照子 10） 

 

1)実践女子大学  2)神戸女子大学  3)東京家政大学  4)元鳥取大学  5)元放送学園大学 

6)富山大学  7)福岡女学院大学  8)九州大学  9)元文化女子大学 10)文化女子大学 

 

要 約 

 高齢者のユニバーサル衣服を提案するため、全

国的規模の調査が実施された。高齢群ではのべ

2387 名、若齢群ではのべ 2124 名であった。本報

告では調査方法および基本項目の概要について示

した。基本項目とは、身体的特徴、生活習慣、等

である。結果に関し、特におしゃれへの関心の観

点から検討した（キーワード：ユニバーサル衣服、

地域差、季節差、高齢者、生活習慣）。 

 

１．緒言 

 着衣量に関する調査は、我が国では昭和６年頃

より行われており、昭和 45～46 年には水梨らによ

って全国的に実施された 1)。次に、大野らにより

昭和 54～56 年にかけ、男子学生のべ 1634 名、女

子学生のべ 3394 名を対象とし、四季における着装

実態の調査が全国規模で実施された 1～3)。 
 今回、伊藤を代表とする研究グループは全国規

模の調査を実施した。その目的は、高齢者の心理、

生理、身体形状、運動特性に基づく安全で快適な

ユニバーサル・ファッションの指針を提案するこ

とを目指すものであった 4)。 
 今回、調査方法の概要、および基本項目の集計

結果について報告する。基本項目とは、回答者の

身体的特徴や生活習慣等を把握するための設問で

ある。 
 

２．方法 

１）概要 

 表１に調査項目の構成について示す。全国を 10
地域に分けた。調査対象者は、自ら活動できる 65 

      表１ 調査項目の構成       

①基本項目 
②更衣の難易性 
③外出着・街着に対する選択基準 
④外出着・街着の購入における意識や留意事項 
⑤外出時における代表的な服装の組合せ     

 
表２ 各地域各季節の対象者数(単位：人) 

区分 夏若男 夏高男 夏若女 夏高女 冬若男 冬高男 冬若女 冬高女

北海道 33 36 48 36 51 42 63 47
東北 66 54 77 76 52 65 67 72
関東 113 86 126 114 80 94 130 141
北陸 48 63 51 61 52 64 55 55
中部 46 24 55 51 48 42 60 42
関西 77 62 59 82 73 73 51 62

山陽四国 11 5 43 13 60 23 89 46
山陰 42 53 49 57 47 44 53 50
九州 66 30 24 59 52 18 84 73
沖縄 50 7 50 21 55 28 51 33
全体 552 420 582 570 570 493 703 621  

 
歳以上の男女高齢者、および 18～29 歳の男女若齢

者とした。調査時期は夏季（平成 15 年７月上旬～

８月下旬）と冬季（平成 15 年 12 月上旬～平成 16
年２月下旬）であった。調査対象者の一部は夏季

と冬季で重複するが、無記名方式のため実数につ

いては不明である。 
 表２に調査対象者数の内訳を示す。例えば「夏

若男」とは夏季調査における若齢男性を意味する。

以下略記ではこの要領に従う。高齢者はのべ 2387
名、若齢者はのべ 2124 名、計 4511 名であった。

少人数の地域があり、地区比較に際しては、この

ことについて配慮せねばならない。 
 

２）基本項目 

 表３に基本項目について示す。設問④「同居家
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族の人数」については多くの誤記が認められたた

め、本報告では除外した。 
 

       表３ 基本項目の構成       

①生年月、年齢、性別 

②身長〔  〕cm、体重〔  〕kg 

③住所〔  都道府県  市・郡  区〕 

④配偶者の有無、同居家族の人数 

⑤トイレ、脱衣所、寝室の温冷感：〔1.寒い 2.ちょうど  

 よい 3.暑い〕の中から選択 

⑥外出する頻度：１週間に〔1.ほとんどない 2.1～2 日    

 3.3～5 日 4.ほとんど毎日〕の中から選択 

⑦外出の目的：〔1.買物 2.散歩 3.仕事・学校 4.理髪・ 

 美容院 5.運動 6.趣味の会 7.病院 8.その他〕の中か 

 ら複数選択可 

⑧同年齢と比べて自分をどう感じるか：1)歩行能力, 2)視 

 力, 3)体力, 4)通院の程度, 5)身だしなみへの興味関心, 6) 

 おしゃれへの興味関心, 7)耐暑性, 8)耐寒性, 9)発汗量に 

 ついて３種から選択。1)～3)：〔1.よい 2.普通 3.弱い〕、 

 4)：〔1.少ない 2.普通 3.多い〕,5)と 6)：〔1.高 い 2.普 

 通 3.低い〕、7)と 8)：〔1.強い 2.普通 3.弱い〕、9)： 

 〔1.汗かきの方 2.普通 3.汗はかかない方〕から選択。 

⑨よく利用する移動手段：〔1.徒歩のみ 2.バス・電車 3. 

 自転車・バイク 4.自家用車・タクシー 5.その他〕の 

 中から選択。                   

注 1)住所区分は４種(区分 1．東京都 23 区および政令指定  

  都市(以下「大都市」)、区分 2．中核都市 35 市および 

  大都市近郊の市(以下「中核都市」)、区分 3．その他 

  の市（以下「市」）、区分 4．郡部・町村(以下「郡町 

  村」)とした。詳細については研究報告書 4)を参照。 

注 2)設問９は調査用紙の末尾に配置されたが、基本項目と   

  して扱った。 

 

３．結果 

１）単純集計結果 

 主な結果について順次示す。なお、季節間に目

立った違いが認められない項目については、冬季

調査の結果を示した。 
 表４に身体的特徴について示す。体格指数

(BMI)は、若男、高男、若女、高女の各々におい

て、21.5、22.7、20.1、22.4 であり、高齢者は若齢

者に比して肥満傾向にある。地域比較では、沖縄

の高齢女性において肥満傾向が顕著であった。 
 表５に住所区分の比率について示す。区分３（そ

の他の市）が最多であった。区分３が最多となる

地域は、北海道、東北、中部、山陽・四国、山陰、

沖縄であった。区分１（東京都 23 区および政令指

定都市）が最多となるのは関東、関西、九州であ

った。また、区分２（中核都市 35 市および大都市

近郊の市）が最多となるのは北陸であった。 
 表６に配偶者の有無について示す。配偶者を有

する者の比率は、高齢男性の方が高齢女性より高

い。なお両群の平均年齢に大きな差異はない（表

４）。したがって、これは夫婦において概して男

性側が年長であること、および女性の方が長寿で

あることを反映したものといえる。 
 
   表４ 年齢、身長、体重の平均(sd)      

     年齢,歳      身長,cm    体重,kg   

冬若男  21.1(2.2)   171.8(5.6)    63.3(9.1) 
冬高男  75.1(6.2)   163.3(6.6)    60.5(9.1) 
冬若女  20.1(1.3)   158.2(5.2)    50.4(5.8) 
冬高女  74.8(6.0)   150.9(5.6)    51.0(7.9)   
 
     表５ 住所区分比率 (単位：％)    

           冬若男 冬高男 冬若女 冬高女  
  大都市    29.5   21.9    29.3    30.4  
  中核都市  22.3    18.5     17.4    17.1  
  市        34.6    45.4     40.4    37.5  
  郡町村    12.5    13.4     12.2    12.2  
  不明       1.2     0.8      0.7     2.7    
  合計     100    100     100   100 
 
        表６ 配偶者の有無 (単位：％)       

            あり  なし  不明  計    
  冬高男    90.2    7.8    2.0    100 
  冬高女    53.5  44.1    2.4   100      
 
  表７～表９にトイレ、脱衣所、寝室の温冷感に

ついて示す。全ての箇所において、若齢男女は高

齢男女より不満度が大きい。つまり夏季には暑さ

を冬季には寒さを訴えている。 

 図１は、夏期において寝室を「暑い」と回答し

た者の割合について地域別に比較したものであ

る。図２には、冬期において寝室を「寒い」と回

答した者の割合について同様に示したものであ

る。北海道は特異的であり、図に示していないが、

夏期に「寒い」、冬期に「暑い」とする回答があ

った。 

 表 10、表 11 に外出する頻度および外出の目的
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について示す。外出する頻度は、高齢群では男性

が女性より高かった。外出の目的は、若齢群では

「学校」、高齢群では「散歩」「理髪・美容院」

「趣味の会」「病院」が多く、特に女性では「買

い物」が多かった。 

 

表７ トイレの温冷感(単位：％) 

 寒 丁度 暑 不明 合計
夏若男 2.4 69.0 28.4 0.2 100
夏高男 2.1 86.2 11.7 0.0 100
夏若女 2.2 79.4 18.0 0.3 100
夏高女 2.5 87.7 9.8 0.0 100
冬若男 55.3 44.0 0.7 0.0 100
冬高男 28.8 70.4 0.8 0.0 100
冬若女 59.2 40.4 0.3 0.1 100
冬高女 24.3 74.6 0.8 0.3 100  

表８ 脱衣所の温冷感(単位：％) 

寒 丁 度 暑 不 明 合 計
夏 若 男 2.9 70 .5 26 .1 0 .5 100
夏 高 男 3.1 88 .8 7 .9 0 .2 100
夏 若 女 5.5 74 .7 19 .4 0 .3 100
夏 高 女 4.2 86 .7 8 .6 0 .5 100
冬 若 男 68 .8 30 .0 1 .1 0 .2 100
冬 高 男 34 .9 63 .7 1 .4 0 .0 100
冬 若 女 75 .5 24 .2 0 .0 0 .3 100
冬 高 女 33 .0 65 .2 1 .4 0 .3 100  

 

表９ 寝室の温冷感(単位：％) 

寒 丁度 暑 不明 合計
夏若男 1.6 51.3 46.7 0.4 100
夏高男 1.4 83.3 15.2 0.0 100
夏若女 1.5 58.1 40.0 0.3 100
夏高女 1.8 85.4 12.6 0.2 100
冬若男 45.4 53.0 1.4 0.2 100
冬高男 18.7 80.1 1.2 0.0 100
冬若女 56.2 42.8 0.9 0.1 100
冬高女 14.8 83.1 2.1 0.0 100  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  図１ 寝室が「暑い」の比率 

 

   図２ 寝室が「寒い」の比率 

 

表 10 週あたり外出頻度(単位：％) 

 ほとんど無 １～２日 ３～５日 ほぼ毎日 不明 合計

冬若男 1.1 2.1 13.7 83.0 0.2 100

冬高男 6.5 16.4 32.9 42.6 1.6 100

冬若女 0.3 1.1 11.1 87.5 0.0 100

冬高女 5.8 21.1 38.0 34.0 1.1 100  
 

表 11 外出の目的(単位：％) 

買物 散歩 仕事 理髪 運動 趣味 病院 その他

学校 美容院 の会

冬若男 62.8 10.7 95.3 5.8 20.4 6.3 2.8 11.1

冬高男 49.1 44.2 32.9 24.7 24.1 25.2 45.6 16.0

冬若女 76.1 10.1 97.9 9.1 8.4 7.7 2.8 20.3

冬高女 72.9 31.6 15.3 26.7 17.1 35.7 52.5 16.9  
 

 表 12、表 13 に同年齢と自身との比較について

示す。概要は次の通りである。 

 1)歩行能力：高女に自らを「悪い」と思う者が

多い（23％）。2)視力：若齢男女に自らを「悪い」

と思う者が多い（53および 59％）。3)体力：若男

は「良い」と思う傾向が高い（34％）。4)通院：

「少ない」と思う者は、若齢群は７割、高齢群は

５割であり、「多い」と思う者はいずれの群でも

10％以下である。5)身だしなみへの興味関心：「高

い」と回答する者の序列は、高女＞若女＞若男＞

高男である。6)おしゃれへの興味関心：「高い」

と回答する者の序列は、若女＞高女＞若男＞高男

である。なお、前記 5)に比し、「低い」とする回

答が多い。7)暑さ：「強い」と思う者は男性＞女

性である。また「弱い」と思う者の序列は、若女

＞若男＞高女＞高男である。8)寒さ：「強い」と

思う者は若男に多い。「弱い」と思う者は、若齢

＞高齢となる傾向にある。9)発汗：「多い」と思

う者は、若齢＞高齢である。 
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表 12 同年齢との比較、男性(単位：％) 

冬若男 1 2 3 不明 合計

歩行能力 47.5 48.1 4.2 0.2 100

視力 23.5 23.7 52.8 0.0 100

体力 33.7 51.2 15.1 0.0 100

通院の程度 74.7 19.3 5.4 0.5 100

身だしなみ 24.2 60.5 15.3 0.0 100

おしゃれ 26.1 55.8 18.1 0.0 100

暑さ 23.7 47.2 29.1 0.0 100

寒さ 21.8 40.4 37.9 0.0 100

発汗 45.8 45.1 8.9 0.2 100

冬高男 1 2 3 不明 合計

歩行能力 40.0 42.2 17.8 0.0 100

視力 21.5 59.2 19.1 0.2 100

体力 26.8 57.6 14.0 1.6 100

通院の程度 51.7 36.9 9.5 1.8 100

身だしなみ 18.7 63.5 16.8 1.0 100

おしゃれ 17.2 55.2 26.6 1.0 100

暑さ 25.2 57.0 17.6 0.2 100

寒さ 16.0 50.5 33.3 0.2 100

発汗 20.5 61.3 17.2 1.0 100

注）１～３については表３を参照  

表 13 同年齢との比較、女性(単位：％) 

冬若女 1 2 3 不明 合計

歩行能力 36.6 57.9 5.4 0.1 100

視力 21.9 18.8 59.2 0.1 100

体力 17.8 56.8 25.2 0.3 100

通院の程度 71.3 21.9 6.5 0.3 100

身だしなみ 32.0 62.0 5.8 0.1 100

おしゃれ 33.1 59.0 7.7 0.1 100

暑さ 16.9 47.5 35.6 0.0 100

寒さ 14.1 37.0 48.9 0.0 100

発汗 39.5 43.7 16.6 0.1 100

冬高女 1 2 3 不明 合計

歩行能力 32.7 43.6 22.7 1.0 100

視力 22.4 56.4 20.6 0.6 100

体力 20.9 59.6 18.4 1.1 100

通院の程度 49.8 38.8 7.4 4.0 100

身だしなみ 34.6 58.0 7.1 0.3 100

おしゃれ 32.5 55.9 11.0 0.6 100

暑さ 13.0 57.3 28.7 1.0 100

寒さ 16.9 53.1 29.5 0.5 100

発汗 18.0 60.1 21.4 0.5 100

注）１～３については表３を参照  

 

 表 14 に移動手段について示す。使用率の高いも

のは、若男では自転車・バイク、高男と高女では

乗用車・タクシー、若女はバス・電車であった。 

  

表 14 移動手段(単位：％) 

　 冬若男 冬高男 冬若女 冬高女

徒歩のみ 7.7 7.3 10.4 12.7

バス・電車 20.5 16.4 42.5 27.2

自転車・バイク 38.6 15.2 20.8 14.0

乗用車・タクシー 27.9 53.8 21.5 34.3

その他 0.2 0.8 0.4 1.1

無回答 5.1 6.5 4.4 10.6

合計 100 100 100 100  

 

２）身だしなみ、おしゃれに関する意識 

 図３～図６は、設問⑧の 5)および 6)において、

「1.関心が高い」を選択した者の地域比較を行っ

たものである。男性では「身だしなみ」「おしゃ

れ」共に若齢者の方が高い関心を示すが、女性で

は地域によって異なる。 

図３ 身だしなみへの関心の高さ(男) 

図４ 身だしなみへの関心の高さ(女) 

 

 地域の違いについてカイ二乗検定を行った結

果、若年女性だけが「身だしなみ」「おしゃれ」

共に有意差を示した（p<0.01)。 

 図７、図８は冬季での調査結果について、住所 
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    図５ おしゃれへの関心の高さ(男) 

図６ おしゃれへの関心の高さ(女) 

 

区分に基づき比較したものである。大都市では他

に比べて「身だしなみ」「おしゃれ」共に「興味

や関心が高い」と回答する者の比率が高いことが

うかがえるが、カイ二乗検定では、どの群にも住

所間における有意差は認められなかった。 
 

図７ 見だしなみへの関心の高さ 
 

 

図８ おしゃれへの関心の高さ 
 
４．考察 

 本調査は半年の間隔を置いて夏季および冬季に

実施した。両時期に回答した者を抽出すれば、季

節の影響について詳細に検討することが可能とな

る。今回、個人情報保護の方針に基づき、回答者

を同定できないようにしたため、これは成らなか

った。全国規模での調査結果は貴重であり、今後、

同様の調査が実施される場合は工夫が望まれる。 

 設問④「同居家族の人数」については、「記入

者本人を含む」と明記するべきであった。 

 我が国の高齢者はエネルギーに対する節約志向

が高く、若齢者とは生活習慣が大きく異なる５,６)。

高齢者はクーラーが備えてあっても使用せず、冬

季は寒い部屋にあって厚着で対処し、かつ若齢者

より不満度が少ないという。このことは本調査に

おいても同様であった（表７～表９）。省エネル

ギー志向は美徳である。しかし、高齢者の健康維

持のため、衣生活と住生活の両面から検討するべ

き事項である。 

 高齢者は若齢者より視力や体力等において劣る

ことは事実であるが、比較する対象が同年齢の他

者であるとき、集計結果は実態を反映しない（表

12、表 13）。しかし、自らを活動的と自認する者

は、そうではない者と比べ、衣生活に何らかの特

徴が認められる可能性がある。つまり、この基本

項目を設けた意義は、他項目とのクロス集計にあ

る。今後、様々な観点から検討を行うとき、本調

査結果が有用となるであろう。 

 「身だしなみ」「おしゃれ」への興味関心につ

いては性差や年齢差が認められ、そうした違いは

我が国の一般的見解に沿うものであるといえるで

あろう。つまり、関心が高いと回答する者の比率
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は、女性の方が男性より高く、また、若齢男性の

方が高齢男性より高い。 

 衣服にまつわる意識形成には、各時代の文化的

背景が大きく関与する。したがって若い男性が齢

を重ねれば衣服の消費活動は今より高まる可能性

がある。ともあれ、かくのごとく数値として把握

しておけば、時代の変化を捉え得るし、諸外国と

の比較も可能となる。 

 我が国の気候および風土は多様性に富む。よっ

て衣生活に地域差が生じるのは必然といえるが、

その一方、今日の情報、交通、流通等の発展は、

均一化へ向けて作用しているであろう。すなわち

本調査の目的のひとつは、現在、衣生活における

モノと意識には、どのような地域差および季節差

がみられるのか検討することであった。 

 統計的に有意な地域差が認められたのは、若年

女性における「身だしなみ」「おしゃれ」に対す

る興味関心の高さであった。ここでは関東、中部、

九州における数値が突出しており、さらに関東お

よび九州においては 区分１（東京都 23区および

政令指定都市）が最多であった。つまり、大都会

に暮らす若年女性に共通する、衣服に対する意識

のあり様として捉えることができる。今後、時代

を経れば均一化が進むかどうか興味が持たれる。 
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【原著】 

異なる季節・地域における望ましい 

ユニバーサル・ファッション提案のための着衣に関する研究 

～ 衣服購入の動機と既製服サイズの問題点についての高齢者と若齢者の違い ～ 

 

諸岡晴美 1）, 藤原康晴 2）, 船津美智子 3）, 栃原 裕 4）, 岩崎房子 5）, 田村照子 6）, 

山崎和彦 7）, 平田耕造 8）, 岡田宣子 9）, 伊藤紀子 10） 

 

1)富山大学人間発達科学部  2)元放送大学  3)福岡女学院大学人間関係学部  

4)九州大学大学院芸術工学研究院  5) 元文化女子大学短期大学部   

6)文化女子大学服装学部  7)実践女子大学生活科学部  8)神戸女子大学家政学部   

9)東京家政大学家政学部  10) 元鳥取大学地域学部 

     
要 約 

高齢者にとって望ましいファッションを提案

するための情報を得ることを目的とし，一連の研

究を行った．本研究では，購入動機と衣服の好み，

衣服サイズにおける問題点についての高齢者と若

齢者の違いを明らかにした．その結果，高齢女性

は，若齢者と同程度に衣服やファッションに関心

をもっているが，好みの服が少ないと思っている

こと，高齢者男女ともに機能性を重視する傾向が

あること，衣服サイズに不適合があることなどが

わかった．なお，上述の結果において，地域差は

みられなかった(キーワード： 高齢者，若齢者，

ファッション，購入動機，衣服サイズ)． 

 

1．緒 言 

 高齢社会を迎え，高齢者が安全で快適な衣生活

を自立して遂行できるよう多方面からの支援が必

要となっている．平成 20年度の日本人の平均寿命

は，女性が 86.05 歳，男性が 79.29 歳であり，特

に女性においては世界第 1位の長寿大国となって

いる 1)．高齢者の生活を豊かにするための方策と

して，アニマルセラピーや音楽セラピー，女性に

おいては化粧セラピー等があげられている 2)．ま

た，ファッションのセラピー効果についても報告

がなされている 3,4). ファッションは，女性にとっ

てはもちろんのこと，男性にとっても心理的効果

は大きいと推察される．しかし，若齢者向け衣料

が市場に溢れる中，高齢者向け衣料は質・量とも

に満足のいくものなのだろうか．高齢者にとって

望ましいファッションを提案し，提供していくこ

とは今後の重要な課題であろう． 

 本研究では，望ましいユニバーサルファッショ

ンを提案するための基礎資料を得ることを目的と

して，北海道から沖縄までの全国 10地域で行った

全国規模のアンケート調査 5) から，衣服購入時の

動機と既製服サイズの問題点における高齢者と若

齢者の違いを解析した．着衣に関する全国規模調

査については，昭和 54～56 年に実施された学生に

対する調査があるが 6-8) ，高齢者については実施

されていないのが現状である． 

 

2．調査対象，調査期間および方法 

 調査対象者は，北海道，東北，関東，北陸，中 

部，関西，山陽・四国，山陰，九州，沖縄の計 10 

地域で高齢者延べ 2,387 人，対象とする若齢者は

延べ 2,124 人であった．各地域の調査対象人数と 

平均年齢を表 1に示す．高齢者については 65歳以 

上で生活行動を自立して行える者とし，若齢者に 

ついては 18～29 歳を調査対象とした．年齢におけ

る標準偏差の全国平均は，高齢者で 5.9 歳，若齢 

 

表 1 各地区における調査対象者（年齢・人数） 

 

 

 

 

 

 

 

 

人数
（人）

人数
（人）

人数
（人）

人数
（人）

北海道 20.3 ±1.4 84 74.9 ±5.8 78 20.2 ±1.4 111 76.8 ±5.8 83

東北 19.3 ±1.1 118 74.9 ±5.7 119 19.2 ±1.1 144 75.8 ±5.9 148

関東 21.5 ±2.2 193 76.6 ±5.6 180 20.6 ±1.4 256 75.7 ±5.3 255

北陸 20.9 ±2.4 100 75.2 ±6.1 127 20.2 ±1.6 106 73.5 ±5.3 116

中部 20.1 ±1.7 94 77.5 ±4.3 66 19.2 ±1.0 115 76.5 ±5.9 93

関西 21.6 ±1.7 150 75.8 ±6.7 135 19.3 ±1.1 110 74.4 ±5.4 144

山陽四国 20.6 ±1.4 71 75.1 ±6.5 28 19.7 ±0.9 132 73.8 ±5.5 59

山陰 20.0 ±1.7 89 74.8 ±6.0 97 20.1 ±1.6 102 75.0 ±6.2 107

九州 20.7 ±2.4 118 74.7 ±4.9 48 19.6 ±1.4 108 75.3 ±6.1 132

沖縄 20.7 ±1.6 105 70.7 ±5.3 35 20.2 ±1.3 101 69.2 ±4.1 54

全体 20.6 ±2.1 1122 75.0 ±5.9 913 19.8 ±1.4 1285 74.6 ±5.9 1191

年齢
*区分

若　男

年齢
*

年齢
*

高　男 若　女

年齢
*

高　女

* 平均値±標準偏差                                 
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者で 1.7 歳であった．なお，調査対象者の職業に

ついては，アンケートの主体が 65歳以上の高齢者

であったため調査していないが，高齢者の全国平

均が約 75歳であることから，ほとんどは無職と思

われる．なお，若齢者の全国平均は約 20歳であり，

ほとんどは大学生であった．調査対象者の属性に

関しては，前報 9)を参照されたい． 

 以後の記述においては，例えば高齢者男性を「高

男」とし，他も同様に「高女」「若男」「若女」     

と表記する．調査期間は，平成 15年 7～8月（夏）

および平成 15年 12 月～平成 16年 2月（冬）であ

り，質問紙法により調査を行った. 

 
3．調査項目および解析方法 

 アンケート調査の全質問項目は，①基本項目，

②更衣の難易性，③外出着・街着に対する選択基

準，④外出着・街着の購入における意識とサイズ

上の問題点，⑤外出時における代表的な服装の組

み合わせ，等に関するものである． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 アンケート用紙（一部） 

本研究では，図 1に示す質問項目「③外出着・ 

街着の重視点について」，および「④-1 あなたが

自分の衣類を購入されるときの気分や状況につい

ておたずねします」，「④-2 既製服の外出着・街

着（スカートやズボン，上着など）は，あなたに

とって主にどの部分にどのようなサイズの問題点

がありますか」の回答結果について集計・解析し

た．はじめに，夏と冬のアンケートを個別に検討

したが，季節による差異はほとんどみられなかっ

た．外出着・街着を購入するときの状況や動機は，

個人の価値観や生活スタイルに基づくものである

と考えられること，また衣服サイズについても季

節差があるとは考え難いことから，夏と冬のデー

タを合わせて解析することとした．本研究の質問

項目③と④以外の項目についても，考察上必要と

判断されたものについて関連性を検討した．解析

ソフトとして，EXCEL アンケート太閤 Ver．4.0（㈱

エスミ）を用いた． 

 

4．結果および考察 

(1）衣服を購入するときの気分や状況について 

1）全国平均でみた場合 

 質問項目④-1において，a「自分の衣服選びは，

他の者に任すことが多い」（以後，「衣服選び」），

b「衣服の買い物は楽しい」（以後，「買い物」），

c「衣服の購入のため，多くの店を回る」（以後，

「多くの店」），f「通信販売を利用する」（以後，

「通販利用」），g「インターネットを利用する」

（以後,「IT 利用」）までの 5 項目を『衣服への

関心』に関する項目とした．また，d「衣服選びの

センスはある方だと思う」（以後,「センス」），

e「ブランドにはこだわる方だと思う」（以後，「ブ

ランド」），h「流行中・流行遅れといったことを

重視する」（以後,「流行」），i「自分の好みの

服が少ない」「以後,「好みの服」）までの 4項目

を『おしゃれ』に関する項目，j「着て楽であるこ

とを重視する」（以後,「着て楽」），k「着脱が

楽にできることを重視する」（以後,「着脱」），

l「素材について重視する」（以後,「素材」），m

「品質や縫製について重視する」（以後，「品質

・縫製」），n「生産国について重視する」（以後，

「生産国」）までの 5項目を『衣服の機能』に関

する項目とした． 

 各質問項目について，「はい」と回答した割合

を図 2に示す．ただし，質問項目 aについてのみ 

 

短い・細い
きつい・小さい

ちょうどよい
長い・太い

ゆるい・大きい

袖丈

スカート丈

ズボン丈

胸まわり（バスト）

胴まわり（ウエスト）

腰まわり（ヒップ）

上着丈

肩 幅

〔　　〕 a 自分の衣服選びは，他の者に任すことが 〔　　〕 b 衣服の買い物は楽しい。

　 多い。 〔　　〕 d 衣服選びのセンスはある方だと思う。

〔　　〕 c 衣服の購入のため，多くの店を見て回る。 〔　　〕 f 通信販売を利用する。

〔　　〕 e ブランドにはこだわる方だと思う。 〔　　〕 h 流行中・流行遅れといったことを重視

〔　　〕 g インターネットを利用する。 　 する。

〔　　〕 i 自分の好みの服が少ない。 〔　　〕 j 着て楽であることを重視する。

〔　　〕 k 着脱が楽にできることを重視する。 〔　　〕 l 素材について重視する。

〔　　〕 m 品質や縫製について重視する。 〔　　〕 n 生産国について重視する。

こちらを重視　　 同程度 　　こちらを重視

動作のしやすさ

夏涼しく，冬暖かい（保温性）

夏涼しく，冬暖かい（保温性）

個性・趣味

個性・趣味

動作のしやすさ

③ 外出着・街着の重視点について 

この時期，外出着を選ぶ際の考えについておたずねします。左右の項目はどちらも重

要ですが，どちらをどの程度重要と考えていますか。 
当てはまる位置に○印を付けてください。 

 
 
 
 
  
 
 
 
④ 外出着・街着の購入について 

④-1．あなたが自分の衣類を購入されるときの気分や状況についておたずねします。 
    〔 〕の中に次の記号で回答してください。 
    ○：はい  △：どちらともいえない  ×：いいえ  ？：わからない 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
④-2．既製服の外出着・街着（スカートやズボン，上着など）は，あなたにとって主にどの

部分にどのようなサイズの問題点がありますか。 
   当てはまる位置に○印を付けてください。 
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「いいえ」と回答した割合を示している．すなわ

ち,「自分の衣服選びは他人に任せないで自分です  

ることが多い」を抽出し，質問項目 b，c，f，g 

と同様に，その割合が高いほど『衣服への関心』 

が高いと判断できるようにした．また，各クロス

表から有意なセルを調べるために調整残差 Rを算

出し，表 2に示した．R≥ 2.58 の場合には危険率 

1％で有意であり，**または//の判定マークを，

1.96≤ R<2.58 の場合には危険率 5％で有意であ

り，*または/の判定マークを印した．なお，*は

極端に大きい場合，/は極端に小さい場合を示す． 

a)『衣服への関心』に関する項目について 

 「衣服選び」および「買い物」の割合は，高男

が約 30～35％で非常に少ないものの，高女は約 75

％であり，若齢者とほぼ同程度に高い.「多くの店」

では若女が 75％と圧倒的に高く，高女では約 35 

 

表 2 衣服購入に関する調整残差の有意差判定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

％と低くなっている．調整残差の判定をみると， 

「衣服選び」を自分でするもの（「いいえ」の欄）

が，高男で有意に低く，高女および若齢者で有意 

に高い.「買い物」では女性が有意に楽しいと回 

答しているが,「多くの店」では若女の「はい」が

有意に高く，高女では有意に低くなっている．す

なわち，高女は衣服選びを自分でして買い物を楽

しいと思っているが多くの店を回っていないとい

う実態が明らかになった． 

本アンケートの質問項目の中の外出時の移動

手段に対する回答では 5) ，徒歩のみの割合が高女

で他のグループに比べて多かった．このことから，

自宅近くの店をある程度決めていることが要因の 

一つとなっているものと推察される．また，高男 

の衣服購入への関心は非常に低いことがわかっ

た． 

 「通販利用」については，どのグループも 10％

前後であるが，若女で有意に高く，男性では有意

に低い傾向がみられた．「IT利用」については，

高齢者ではほぼ 0％であり，若齢者の「はい」「ど

ちらともいえない」は有意に高かった．しかし， 

若齢者の「はい」においても 10～15％程度であり，

その利用率は多くないのが現状であった．高齢者 

については技術的な問題があると考えられるが，

質問項目 a，b，cで「はい」の回答が高く，最も

『衣服への関心』が高かった若女においても通販

や IT利用率が低かった．その理由として，衣服サ

イズや色柄の問題等があるものと考えられる．こ

れらの問題を早急に解決し，通販や ITを利用し易

くすることで，自宅にいながら多数の商品の中か

ら購入することが可能になると思われる．特に，

衣服購入のために多くの店を回らない，あるいは

回れない高齢者においては必要なことと思われ

る． 

b)『おしゃれ』に関する項目について 

 「センス」の「はい」の割合は，高齢者で 30～

40％と高く，自分はセンスがあると認識しており，

若齢者は 20％と有意に低い傾向がみられた．ま

た，若男では「どちらともいえない」「いいえ」

が高いのに対して，若女では「どちらともいえな

い」「わからない」が有意に高く，「はい」「い

いえ」が有意に低かった．若女において「はい」

「いいえ」ともに有意に低いことは非常に興味深

い結果である．前述のように，若女の『衣服への

関心』が高かったことを考慮すると，若女のセン

はい
どちらとも
いえない

いいえ わからない はい
どちらとも
いえない

いいえ わからない はい
どちらとも
いえない

いいえ わからない

a　 衣服選び d　 センス j　 着て楽
若男 //    **    // * **    // ** **    
高男 ** ** //    * // **    ** // //    
若女 // // **    // ** // ** // ** **    
高女    // **    ** // // / ** // // / 

b　 買い物 e　 ブランド k　 着脱
若男    **    // ** ** //    // ** ** **
高男 // ** ** ** // // ** * ** // //    
若女 ** // // //    ** //    // ** **    
高女 ** // //    // // **    ** // //    

c　 多くの店 h　 流行 l　 素材
若男    ** //    /          // ** **    
高男 //    ** ** // // ** ** ** //    **
若女 ** // // // ** ** //    // **    //
高女 //    **       // **    ** // //    

f　 通販利用 i　 好みの服 m　 品質縫製
若男 // // **                // ** **    
高男 // / ** **    ** // ** * //    **
若女 ** ** //    //    ** // // **       
高女    / *    ** //    / ** // //    

g　 IT利用 n　 生産国
若男 ** ** //    // // **    
高男 // // **    ** ** // **
若女 ** ** // / //    ** //
高女 // // **    ** * // * 

『衣服の機能』『衣服への関心』 『おしゃれ』 

図 2 「自分の衣類を購入するときの気分や状

況について」において，「はい」と回答

した割合（全国平均，なお「衣服選びは他人

に任せることが多い」については「いいえ」と

回答し，「衣服選びを自分でする」と解釈され

る割合とした．） 

**，* はそれぞれ P<0.01 , P<0.05 で大きい場合， 
// , / はそれぞれ P<0.01 , P<0.05 で小さい場合を示す． 
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スに対する意識が高く「はい」といえるほどのレ

ベルではないが,「いいえ」とも思っていないので

はないかと考えられる．さらに，自分が「センス

がある」と回答することに謙虚であったとも推察

される． 

 「ブランド」の「はい」は，若男が約 20％と最

も多く，他のグループは 10％程度であった．有意

差判定では，若男は「はい」が，若女は「どちら

ともいえない」が有意に高く,「いいえ」は若齢者

が有意に低かった．若女がヨーロッパブランドを

志向する傾向があると予想されたが，アンケート

の結果は予想に反して非常に低かった．若女の回

答者の多くが大学生であったため，金銭的に高価

なブランドには拘れないという微妙な気持ちの揺

れが「どちらともいえない」を有意に高くしたも

のと推察される．一方，若男の「はい」が多かっ

た理由としては，スポーツブランドを含むためと

考えられる．これに対して，高齢者では「いいえ」

が有意に高く，ブランドに拘らないことがわかっ

た． 

 「流行」では，若女の「はい」「どちらともい

えない」が有意に高く,「いいえ」が有意に低かっ

たが,「はい」の割合はわずか 30％程度であった．

このことは，若女が流行を気にしながらも流行に

流されず，自分の価値観で着装していることを示

唆し，これが近年の着装の多様化に繋がっている

と推察された．これに対して，他のグループの「は

い」は 10～15％であった．高男は「いいえ」「わ

からない」で，高女は「いいえ」で有意に高く，

高齢者においては，長年培ってきた独自の着装が

固定化していると思われた． 

 「好みの服」では，若女の「はい」が有意に低

く,「いいえ」が有意に高かった．逆に，高女では

「はい」が約 30％と有意に高く，好みの服が少な

いという不満がみられた．この理由として，前述

したように，高女が多くの店をみて回らないこと

が一因としてあげられるが，高齢女性用のおしゃ

れな衣料の種類が少ないことも大きな要因と考え

られる．高齢者の衣生活を豊かにするためには，

多種類のおしゃれな衣料を提供するようメーカー

側に働きかけていくとともに，前述したように，

通販を利用しやすくする工夫も重要な課題であろ

うと思われる． 

c)『衣服の機能』に関する項目について 

 「着て楽」は高齢者の約 90％が重視しており，

若齢者の約 2倍と高い．また,「着脱」は，高女が

約 70％で最も多く，若女は約 10％と最も少ないな

ど明瞭な年齢差がみられる．また，高男の「着脱」

に対する要求が少ないのは，女性用衣料ほどデザ

インが多様でないためと考えられる．「素材」「品

質・縫製」はともに，若齢者に比べて高齢者で「は

い」と回答した割合が高く，特に，高女で高い傾

向がみられた.「生産国」は，高齢者の約 30％が

重視すると回答している．しかし，若齢者では約

5％と少なく明白な相違がみられた．これは，高齢

者が生産国によって品質が異なると認識している

ためと推察される．有意差判定においても，高齢

者の「はい」の割合が有意に高く,「いいえ」の割

合が有意に低いなど，若齢者と全く反対の傾向が

みられた．高齢者の保健衛生的な衣服機能に対す

る要求は，身体の可動域が狭くなることや長年の

衣生活経験に基づくものと考えられる．これに対

し，若齢者は審美的機能を重視し，保健衛生的機

能を軽視する傾向があることが明らかとなった． 

2）地域別にみた場合 

 前項の結果を都道府県別および人口類型（大都

市（東京都 23区および政令指定都市），中都市（中

核都市および大都市近郊の市），市（その他の市），

郡町村）別に検討した．図 3 にχ２検定において

有意と認められた都道府県別の「多くの店」「流

行」「生産国」の結果を示す．図中には，調整残

差において有意に高いと判定された部分に**

（p<0.01）および*（p<0.05）を付記している．調

整残差の判定において必ずしも有意ではなかった

が，本調査では，以下のような傾向がみられた． 

 『衣服への関心』に関する項目では,「衣服選び」

「買い物」では，女性において地域差がほとんど

みられなかった．しかし，男性では北陸・山陽四

国で低く，関東・九州で高い傾向がみられた． 

「多くの店」では，年齢・性別を問わず，関東・

関西で「はい」の割合が高く，北陸・東北・山陰

で低い傾向がみられた．また特に，沖縄の高女で

は多くの店をみて回る割合が有意に高かった．人

口類型別では，郡町村の高男で「衣服選び」「買 

い物」が低い傾向がみられた.「多くの店」では大

都市よりもむしろ中都市で「はい」の割合が高い

傾向がみられた． 

 『おしゃれ』に関する項目では，東北・北陸・

山陰の高齢者はセンスがないと思っているようで 

あったが，北海道・関東・九州・沖縄の高齢者で 
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センスがあると認識している割合が高かった．特 

に，沖縄では高女で「センス」「ブランド」「流

行」，高男で「流行」が有意に高かった．地域間

の相違は小さいものの，概して，東北・北陸・山

陰の「おしゃれ」への関心が低い傾向がみられた．

人口類型別では，「センス」でのみ若干，中都市

で高い傾向がみられた． 

 『衣服の機能』の中の「素材」「品質・縫製」

「生産国」では九州・沖縄の高女の意識が高かっ

た．人口類型別では，郡町村において「着て楽」

「着脱」を重視し，逆に，「素材」「品質・縫製」

「生産国」を重視しない傾向がみられた． 

 しかしながら，前述したように，ほとんどの項

目において地域差は有意でなかった．この理由と

して，現代社会においては情報を得る手段が豊富

であり，流通が円滑であるためと推察された． 

(2）外出着・街着の重視点について 

 質問項目③において，外出着・街着を選択する

際，「個性・趣味を反映したもの」（以後，「個

性」），「動作しやすいもの」（以後，「動作」），

「夏涼しく，冬暖かいもの」（以後，「保温性」）

のうち，どちらがどの程度重視されるかを一対比

較尺度（重視する，やや重視する，同程度重視す

る の 5 カテゴリー）を用いて調査した．上記 3

つの機能は，いずれも着装において重視されるべ

き項目であるが，あえて 2項目の組み合わせでど

ちらをより重視するかについて調査・解析した．

結果を図 4に示す． 

「保温性－動作」については，年齢や性別にかか

わらず，やや保温性重視の傾向がみられる．「動

作－個性」では高齢者がやや「動作」を，若齢者

が「個性」をより重視している．「保温性－個性」

では全体にやや保温性重視であるが，高齢者がよ

り大きく「保温性」を重視し，若齢者は「個性」 

を重視する傾向がみられた．いずれの選択基準に

対しても若齢者，特に若女が「個性」を重視し，

高齢者は「動作」「保温性」などの保健衛生的機 

能を重視する傾向がみられた．いずれの選択基準

に対しても若齢者，特に若女が「個性」を重視し，

高齢者は「動作」「保温性」などの保健衛生的機

能を重視する傾向がみられた．また，地域別の相

違を検討したが，違いはほとんどみられなかった． 

これらの結果は 4.(1）の項で述べた結果と一致す 

る． 

 次に，前述の全調査項目のうちの①基本項目に

おいて「歩行能力（良・普通・弱）」「視力（良 
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図 4 外出着・街着を選択するとき，「個性・

趣味を反映したもの（個性）」「動作し

やすいもの（動作）」「夏涼しく冬暖か

いもの（保温性）」中で，重視する程度

の一対比較尺度の集計結果 
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図 3 「多くの店」,「流行」,「生産国」につい

てのアンケート結果の地域差 
（**;p<0.01，*;p<0.05） 
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・普通・弱）」「体力（良・普通・弱）」「通院

の程度（少・普通・多）」「身だしなみへの興味 

関心（高・普通・低）」「おしゃれへの興味関心

（高・普通・低）」「暑さに対して（強・普通・

弱）」「寒さに対して（強・普通・弱）」「発汗

について（多・普通・少）」を同年齢の方と比べ

た 3段階主観評価についてカテゴリー別に，衣服

選択基準を得点化し，その平均得点を算出して分

散分析を行った．その結果を表 3に示す． 

 身だしなみやおしゃれについては，高齢者・若

齢者ともに関心が高い者ほど有意に個性を重視す

る傾向がみられた．また，寒さ・暑さに対しても 

高齢者・若齢者ともに弱いと感じている者ほど保

温性を重視する傾向がみられた．一方，「歩行能

力」「視力」「体力」では，高齢者のみにおいて，

弱いと感じている者ほど，有意に「動作」や「保

温性」を重視する傾向がみられた． 

 以上の結果および衣服購入時の動機や状況にお

いて地域差が小さかったことから，地域性という

よりも個々人の身体能力やみだしなみ・おしゃれ

への関心の程度が，衣服選択の基準となっている

と判断される． 

(3）既製服の外出着・街着のサイズ上の問題点に 

  ついて 

1）全国平均でみた場合 

 サイズが「ちょうどよい」と回答した割合を図

5 に，「ややゆるい・やや大きい・やや長い」，

「ゆるい・大きい・長い」を合計した割合を図 6

に，「ややきつい・やや小さい・やや短い」「き

つい・小さい・短い」と回答した割合を図 7に示

す．また，調整残差の有意差判定を表 4に示す． 

 年齢・性別を問わず，バスト寸法が最も適合率

が高く 60～80％であった．これは，上衣のほとん

どがバスト寸法を基準としているためと考えられ

る．しかし，調整残差の判定をみると，高女では

「きつい」「ゆるい」が有意に多く，高男では「ち

ょうどよい」が多いが，「ゆるい」も多くみられ

る．また，下衣ではウエストおよびヒップ寸法の

２元を基準としているため，これらの適合率はバ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

動作
個性

保温
個性

保温
動作

高齢者 ** ** **
若齢者

高齢者 ** **
若齢者

高齢者 ** **
若齢者

高齢者 * 
若齢者

高齢者 ** ** * 
若齢者 ** **
高齢者 ** ** * 
若齢者 ** **
高齢者 * * 
若齢者 * 
高齢者 * * 
若齢者 * **
高齢者 * 
若齢者

（高，普通，低）

（強，普通，弱）

（強，普通，弱）

（多，普通，少）

（良，普通，弱）

（良，普通，弱）

（少，普通，多）

（高，普通，低）

衣服選択基準

寒さに対して（強弱）

１）

２）

３）

４）

５）

６）

７）

（良，普通，弱）

発汗について（多少）

８）

９）

歩行能力

視力

体力

通院の程度

身だしなみへの興味関心

おしゃれへの興味関心

暑さに対して（強弱）

 

表 3 身体能力に対する自覚，身だしなみ・お

しゃれに対する関心の程度（3段階評価）と

衣服の選択基準との関係（冬調査・女性） 

（**;p<0.01，*;p<0.05） 
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図 7 身体各部の既製服サイズが「小さい」と

回答した割合 
 

図 5 身体各部の既製服サイズが「ちょうどよ

い」と回答した割合 

図 6 身体各部の既製服サイズが「大きい」と

回答した割合 
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スト寸法より低く，女性での適合率は 60％以下で

あった．ウエストでは高女の約 30％が「ややきつ

い・きつい」と有意に多く回答した．ヒップでは

男性の「ちょうどよい」が有意に多いのに対して，

若女では「ややきつい・きつい」が 40％以上で有

意に多かった．すなわち，男性においてはサイズ

上の問題は少ないが，高齢女性用衣料ではウエス

トをやや大きめに設計する必要があると思われ

る．肩幅については，高齢者の方が「ちょうどよ

い」とする割合が有意に高く，若女では「小さい」

とする割合が有意に高かった． 

 上着丈・袖丈では高齢者で長いとする割合が有

意に高い．特に，高女の約 50％が袖丈が長いと回

答している．若女は，「やや短い・短い」が約 20

％と有意に多かった．ズボン丈では，若男を除き， 

40％以上が「長い」と回答しており，特に高齢者

で有意に高かった．スカート丈も高女では「長い」

とする割合が約 40％と有意に高かったが，若女で

は「ちょうどよい」が多かった． 

 以上のことから，概して，身体の長さ方向であ

る上着丈，袖丈，ズボン丈，スカート丈で衣服寸

法が大きいとする高齢者の割合が高く，周径寸法

であるウエストが小さいとする高女が多かった．

また，若女ではバスト，ヒップ，肩幅，上着丈，

袖丈などで「サイズが小さい」とする割合が高く，

若女の体型がウエストが細く，バスト・ヒップが

大きく，身長が高くて手足が長いなど欧米型にな

ってきていることが示唆された． 

 今回の調査においては，既製服サイズにかなり

大きな問題があることがわかった．今後は，特に

女性の厳密な体型把握と適正な衣料サイズの導出

が必要であろうと思われる．また，高齢女性につ

いては，サイズ調節可能な衣料の提供も重要な課

題であろうと思われる．  

2）地域別にみた場合 

 地域別および人口類型別における検討を行った

が，それらの相違や特徴はほとんどみられなかっ

た． 

 

5．結 言 

 全国規模のアンケート調査から望ましいユニバ

ーサルファッションを提案することを目的とし

て，本研究では，購入動機と衣服の好み，衣服サ

イズにおける問題点についての高齢者と若齢者の

違いを明らかにした． 

 高女は，若齢男女と同程度に衣服やファッショ

ンに関心をもっているが，好みの服が少ないと思

っていることから，おしゃれな高齢者向け衣料の 

提供が重要であることがわかった．これに対して，

高男はファッションに対する興味関心が低く，衣

服への関心を高める工夫が重要であることが明ら

かとなった．また，高齢者は，動きやすく，高品

質で保温性のある衣服など保健衛生的機能を重視 

する傾向が認められたが，若齢者の関心は非常に

低かった． 

 衣服のサイズ面では，多くの高齢者が衣服の長

軸方向で長いと回答した．また，高齢女性は，ウ

エストサイズが小さいと回答する割合が多かっ

た．これらの結果から，高齢者体型の正確な把握

とサイズ調節可能な衣服の提供が重要であると結

論づけられた． 

 なお，上述の結果における地域差は小さく，衣

服選択の基準が個々人の身体能力やみだしなみ・

おしゃれへの関心の程度に依存していることが明

らかとなった． 
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きつい ややきつい ちょうどよい ややゆるい ゆるい 短い やや短い ちょうどよい やや長い 長い

若男 // // **    //       ** / //
高男 / // **    ** / // *    **
若女    ** // * // ** **    // //
高女 ** // /    **    // // ** **

きつい ややきつい ちょうどよい ややゆるい ゆるい 短い やや短い ちょうどよい やや長い 長い

若男 // // ** **    /    ** // //
高男          //    // //    ** **
若女 // * // **    ** **    // //
高女 ** ** // //    // // // ** **

きつい ややきつい ちょうどよい ややゆるい ゆるい 短い やや短い ちょうどよい やや長い 長い

若男 // // ** * // /    ** // //
高男 / // **    * ** /    // **
若女 ** ** // // //    ** // **    
高女    / /    **    // //    **

小さい やや小さい ちょうどよい やや大きい 大きい 短い やや短い ちょうどよい やや長い 長い

若男          ** //
高男 / // ** / * 
若女 ** ** //    //    ** **    //
高女 // // **    **    // // ** **

　バスト　 　上着丈　

　ヒップ　

　肩 幅　

　袖 丈　

　ズボン丈　

　スカート丈　

　ウエスト　

 

表 4 サイズの問題点に関する調整残差の 

有意差判定 

**，* はそれぞれ P<0.01 , P<0.05 で大きい場合， 
// , / はそれぞれ P<0.01 , P<0.05 で小さい場合を示す． 
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受けて実施した． 
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This study aims to obtain information concerning 
desirable fashion for elderly people. This analysis 
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clothes and fashion similar to young people, but they 
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with high quality materials and thermal properties. 
Many elderly people answered that there are a lot of 
clothes too long in length. The results mentioned 
above did not vary by region.  Keywords:  elderly 
people, young people, fashion, purchase motivation, 
clothes size. 
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【講評】 

総説「着衣における温熱的快適性評価」 

 

九州大学教授 栃原 裕 

 

着衣時の温熱快適性評価のための客観的評価

法を論じた今回の総説論文は、「被服衛生学」と

して新たに発行される被服衛生学部会の刊行物を

飾るにふさわしい論文だと思います。 

私も、ずいぶん以前に、「温熱快適性評価のた

めの体温（核心温と皮膚温）測定の意義」と題す

る小論文を依頼されて書きました。その当時は、

体温測定が温熱快適性を評価する主な生理的指標

だったと思います。ところが、今回の総説にもあ

りますように、技術・研究の進歩により温冷覚閾

値、皮膚濡れ面積率、コルチゾ－ル、アミラ－ゼ

等が多くの研究室で温熱快適性評価のために測定

されています。さらには、心拍変動を用いた温熱

快適性評価も、現在では珍しいものとはなってい

ません。 

著者の深沢太香子氏は、被服衛生学的観点か

ら、熱水分移動や皮膚蒸れ面積率を用いた着衣状

態の温熱快適性評価に関する多くの研究実績があ

り、その多くが国際的英文誌に掲載されています。

最近では、ストレスマ－カ－により着衣時の温熱

快適性を評価するといった斬新なテーマにも挑戦

しています。 

他人の論文の面白いところだけを集めた様な

総説論文は、学界の大御所に任せましょう。ご自

身のデ－タ（論文）に基づく今回のような総説論

文は、興味深く説特力があります。こうした総説

が、次号以降にも引続き掲載されることを望んで

います。 

 

＜連絡先＞ 

栃原 裕 

 〒815-8540 福岡市南区塩原 4-9-1 

 九州大学大学院 芸術工学研究院 

 

 

 

 

 

 

 

 

原著論文２篇について 
 

実践女子大学名誉教授 飯塚幸子 
 

伊藤紀子先生が研究代表者としておまとめに

なった科学研究補助金による研究成果報告書（異

なる季節・地域におけるユニバーサル・ファッシ

ョン提案のための被服衛生学的研究、平成 17 年）

の冊子を以前にいただいておりますが、この度、

その中の一部が２篇の論文となって本研究部会誌

に掲載される運びとなりましたことを心から嬉し

く思います。 
被服衛生学における世界的権威である先生方

の御名前が連なる論文ですから、部会誌ではなく、

多数の出版部数を誇る学会誌に掲載されるのがよ

いのではないかと一瞬思いました。しかし、PDF
ファイルとなってインターネット上に公開される

のであれば、検索対象となって多く引用されるこ

との方がずっと重要であると考え直したところで

す。部会誌には、今後も引き続き研究成果が掲載

されるよう願っております。 
我が国の着衣量や着衣習慣に関する全国規模

の調査研究には伝統があります。大野静枝先生を

代表とする調査（昭和 54 年度開始）には私も参加

させていただきましたが、それから 23 年を経て、

今回の調査が行われました。この頃は世の流れが

加速しているようであり、調査の実施も早めに対

応させるのがよさそうです。 
皆様の益々の御活躍を期待しております。 

 

＜連絡先＞ 

飯塚幸子 

〒185-0011 東京都国分寺市本多 3-1-13 
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【海外レポート】 

デンマーク工科大学に滞在して 

 

西原 直枝 

 

早稲田大学創造理工学部・日本学術振興会特別研究員 

 

はじめに 

 日本学術振興会の若手研究者海外派遣事業によ

り、3 カ月という短期間であるが、デンマーク工

科大学 室内環境・エネルギー国際研究所

International centre for indoor environment 

and energy(ICIEE)に滞在し、研究活動を行った。 

 海外派遣事業に応募していたものの、４歳の娘

を連れて、海外に行くのは実現可能なのかと、若

干の迷いもあった。そのような時、福岡での平成

21年度被服衛生学セミナーにて、先生方の海外留

学報告を伺うことができ勇気をいただいた。御礼

の意味もこめて、レポートをかいてみたいと思う。 

  

デンマーク工科大学 ICIEE 

 デンマーク工科大学 ICIEE は、コペンハーゲン

郊外にある。省エネルギーかつ快適な室内環境に

関する国際研究所（所長：Olesen 教授）であり、

デンマークだけでなく、ヨーロッパ、アメリカ、

アジア各国から、研究者や留学生が集まる国際的

な研究所となっている。 

 省エネルギーの問題を解決する際、人間の生活

の質も維持・向上することが重要である。人間の

快適性、健康性、生産性を損ねないことを主眼に

おき、室内環境を形成する空調設備、被服および

建築などの研究がおこなわれている。 

 人工気候室やサーマルマネキンなどの研究設備

も整っており、熱的快適性、室内空気質、個別空

調等の研究や教育活動を行っている。 

 

 研究内容 

１．2004 年（6年前）の滞在時 

 実は、さかのぼること 6年前、2004 年の 1月か

ら 3 月に、2 カ月半という短い時間だったが、デ

ンマーク工科大学に滞在する機会があった。当時、

デンマーク工科大学では、室内空気質が知的生産

性に与える影響について先進的に研究が行われて

いた。一方、私は、温熱環境と知的生産性の関係

について、とくに疲労や脳内酸素代謝などの人体

反応に着目して研究をしており、国際会議で発表

していた。それがきっかけで、共同研究をするこ

とで、人体反応に着目した評価方法を、デンマー

クで行っている実験に適用してやってみよう、と

いうことになったのだ。 

 今は亡き Fanger 教授が、私にも椅子をすすめ、

ゆったりとした雰囲気の中で研究計画を聞いて下

さり、大きな視点からのアドバイスを頂いたこと

が特に想い出に残っている。 

 このプロジェクトでは、Wyon 教授、Wargocki

博士の二人のスーパーバイザーに加え、担当の修

士の学生を二人もつけてくださり、英語に苦労し

ながらも、研究三昧をすることができた。 

 デンマーク人は大体 4時か 5時になると男性も

女性も、仕事を終えて家庭へと戻っていくのだが、

私は平日だけでなく土曜日も研究室にいき、夜も

10時すぎまで研究室にいた。デンマークらしから

ぬ生活だと笑われるほどだった。おかげで、短期

間の滞在ながら、女性２４名を用いた被験者実験

を行い、作業成績、疲労、脳内酸素代謝の関係に

ついて調べることができた。脳内酸素代謝が疲労

や精神的努力の指標となることを確認し、成果を、

国際会議 Indoor Air2005 にて発表した。 

 
図１ 被験者実験風景 

2．2010 年の滞在時 

 このように、一定の成果を挙げたものの、室内

空気質との関係を明確に議論する為には、脳内酸

素代謝を用いた評価手法の精度向上、作業成績と

の関連、および、デンマーク工科大学のグループ

で得られているほかの研究結果との相違点に関す



 

26 
 

る考察等、まだまだ、いくつかの課題が残ってい

た。その後、出産し、日々の仕事を行うだけで精

いっぱいとなり、2004 年の研究で明らかになった

課題をなかなか解決できないままでいた。これが、

ずっと小骨がのどに刺さったような感じで、気に

かかっていた。 

 そのような中、若手研究者を海外へという事業

があることを知った。子育てとの両立とも悩みつ

つも、もういちど行きたい、と応募したのだった。 

 今回は、娘を保育園に送迎したりしながらの滞

在なので、6 年前のような、朝から晩までという

取り組みはできなかった。しかし、その分、デン

マーク人の生活ペースの中で、じっくりとデータ

に向き合い、受け入れ研究者と議論をすることが

できた。 

 最大の成果は、デンマーク工科大学のグループ

で得られているほかの研究結果との相違点に関

し、様々な方向からデータ解析、考察を深め、議

論をし、査読論文への投稿準備を進めようという

合意ができたことである。論文の背景にある考え

方を知ることができ、こちらの考え方も伝え、デ

ータを一緒に検討することができたことは大きな

収穫であった。投稿までにはまだまだ道のりがあ

るが、これは、私にとっては大きな一歩であった。 

 
図２ デンマーク工科大学での研究発表 

 

デンマークの気候と生活 

 最後にデンマークでの生活について述べたいと

思う。デンマークの 1月から 3月は、春に向かう

時期とはいえ、日が短く、暗い。とくにこの年の

冬は例年にない寒波に襲われ、連日吹雪、氷点下

の厳しい気候だった。スノースーツやスノーブー

ツなど、暖かい服を買い込んで準備したが、それ

でも外にいると寒さに凍えた。 

 娘の通う保育園では、どんな悪天候でも最低 1

時間は外遊びをする、ということが国の指針によ

り、決められていた。日照時間が少ないため、う

つ状態になりやすいことへの対策とのことだった 

が、どうやら、その外遊びの時間が、娘にとって

苦しい時間だったようだ。言葉がわからないこと

に加えて、寒い、風が強い、暗い、という自然環

境が追い打ちをかけた。高熱の出る病気にもなり、

さびしい気持ちが募ってしまったようだ。冬に、

いかに家や空調、衣服の工夫で、暖かく快適に、

健康に、そして心くつろげる空間を得ることがで

きるのか、そのような研究がデンマークで盛んに

行われ、この分野をリードしている理由が、身に

しみてわかる気がした。 

 娘は、最初がんばって保育園に通っていたが、

ある日、保育園の門がみえるところでぱったりと

足をとめ、その日以降、どんなにがんばっても行

かなくなってしまった。私も、短い滞在期間で、

研究に穴をあけることはできないため、悩んだ末、

私の母にデンマークまで来てもらい、日中は、母

に娘をみてもらうこととなった。母は、「海外で

生活するのが夢だったのよ」と明るく言ってくれ

たが、家族に負担をかけながらの滞在であったこ

とは確かである。 

 子ども連れで大変だったものの、一方でデンマ

ークでの生活をよく知ることができた。ホストフ

ァミリーのお宅の一室を間借りし、食事をはじめ

生活時間の多くを一緒にすごした。特にホストフ

ァミリーのお子さんと娘は、年も近く、兄弟のよ

うに毎日遊んでいた。娘はデンマークの伝統的な

遊びや子どものお祭りなども楽しんだ。健康で無

事に帰国でき、終わり良ければ全てよしで、やは

り行けて良かったと思っている。 

 

図３ スノースーツを着て雪遊び 

謝辞 

 関係者各位に心より御礼申し上げます。本研究

滞在は、日本学術振興会 平成 22年度 優秀若手
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＜連絡先＞ 

〒169-8555 東京都新宿区大久保 3-4-1 

早稲田大学創造理工学部建築学科田辺研究室 

西原 直枝 

電話：03-5292-5083 FAX：03-5292-5084 

ｅメール： nishihara@tanabe.arch.waseda.ac.jp 
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【研究室紹介】 

宇宙から地上の福祉分野までに至る生活支援研究 

 

多屋淑子 

 

日本女子大学家政学部 

 

はじめに 

 私の研究室は、助教 1名、非常勤助手 1名、大

学院学生 3名、研究生 2名、４年次学生８名で構

成し、さまざまな環境に生きる人の生活支援を行

なうことを最終ゴールとして研究を進めている。 

 

国際宇宙ステーションの生活支援 

宇宙航空研究開発機構（JAXA）宇宙オープンラ

ボ制度により、「宇宙の生活支援研究」を実施し

（2005～2009 年度）、宇宙で人が安全で快適に生

活するための新しい生活関連の技術開発を行なっ

た。その成果の一つが≪宇宙船内服≫である。  

写真１のスペースシャトルには、研究成果の≪宇

宙船内服≫（写真２）が搭載され、宇宙飛行士と

共に、国際宇宙ステーションに行き、土井隆雄宇

宙飛行士の STS-123 ミッション（2008 年 3月）、

星出彰彦宇宙飛行士の STS-124 ミッション（2008

年 6月）、若田光一宇宙飛行士の STS-119 ミッシ

ョン（2009年3月）、山崎直子宇宙飛行士のSTS-131

ミッション（2010 年 4月）において、軌道上で着

用され、宇宙飛行士達の日常生活を、“清潔に・

快適に・楽しく”サポートすることに貢献した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地上の福祉分野に至る生活支援 

宇宙船内服の技術は、地上の生活にも有用であ

るため、福祉分野に至る地上の生活を、より“安

全安心に・清潔に・快適に・楽しく” することを

目指し、地上展開を行なっている。福祉分野への

応用としては、重度の寝たきりの障害者を対象と

して、障害者と介護者の生活支援を目的とし、開

発した宇宙船内服の技術に、障害の程度に応じて、

着脱のしやすさや身体への衣服の圧迫の軽減、お

よび生活の彩りを与える機能を加えた衣服を作製

し、関係の学会にて、毎年、重度の寝たきりの障

害者をモデルとして、ファッションショー形式に

て衣服提案を行なっている。これらは、2010 年 9

月末に開催された「国際福祉機器展 2010」の JAXA
の≪宇宙技術と福祉機器≫ブースにおいて、宇宙

船内服と共に福祉分野へ応用した衣服を展示し

た。今後もいろいろな人の生活支援に役立つ研究

を遂行していきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜連絡先＞ 

〒112-8681 東京都文京区目白台２－８－１ 

日本女子大学家政学部 多屋淑子 

電話・FAX：03-5981-3479 

ｅメール： taya@fc.jwu.ac.jp 

写真１．2008年 3月土井隆雄宇宙飛行士のSTS-123

ミッションの打ち上げ直前のスペースシャトル 
（ケネデイスペースセンターにて多屋撮影） 

 

写真２．ＪＡＸＡ宇宙オープンラボ制度により

開発した≪宇宙船内服 ≫の例 
画像提供：株式会社 J-Space 
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【セミナー報告】 

第 28 回被服衛生学セミナー報告 

～ 日韓学術交流：被服衛生学における生理学の役割 ～ 

 

深沢太香子 1,3)，栃原 裕 2) 

 

1) 福岡女子大学 人間環境学部，2) 九州大学大学院 芸術工学研究院，3)京都教育大学 教育学部 

 

１．はじめに 
 日本家政学会被服衛生学部会では，健康で快適

かつ安全な衣生活の向上に貢献することを目的と

した基礎研究や実学的研究が盛んに行われていま

す．その研究手法や関連の見識を深める機会とし

て，年に一度，セミナーを開催しています． 
 平成 21 年度（2009 年度）の第 28 回被服衛生

学セミナーの開催は，九州地区が担当し，福岡市

にて 2009 年 8 月 28 日（金）から 29 日（土）に

開催（会場：KKR ホテル博多）されましたので， 

以下のとおり，報告いたします． 
 
２．本セミナーの目的と総合テーマ 
 福岡市は，アジアゲートウェイとして国際的交

通機関が発展しています．そこで，この地理的メ

リットを活かして，第 28 回被服衛生学セミナー

では，日韓学術交流を行うこととしました． 
 セミナーでは，生理学および被服衛生学の分野

における最先端の研究成果から新しい知見を得た

り，活発な議論をとおして，両国における被服衛

生学の更なる発展をともに目指すことを目的とし

ました．そこで，本セミナーの総合テーマには，

「日韓学術交流：被服衛生学における生理学の役

割」とすることとしました． 
 

３．セミナーの構成と内容 
1）セミナーの構成 
 本セミナーの構成を表 1 に示します．本セミナ

ーは，第一線で活躍されている日韓の研究者によ

る 3 つの特別講演と，日本人研究者による在外研

究報告 2 件，日韓の研究者による研究発表 12 件

より構成されました．そして，オプションとして，

九州大学大学院 芸術工学研究院の所有する世界

有数の実験施設の見学会を設けました． 
 なお，プログラムは要旨集に掲載されています

ので，本稿では，割愛させていただきます． 
2）特別講演および発表の内容 
a）特別講演 
 特別講演では，被服衛生学や生理学分野におい

て世界的に活躍されている 3 名の研究者を講師と

して，ご講演いただきました． 
 特別講演 1 では，ヒトの生理・心理反応を防護

服設計に反映する手法について，事例研究ととも

に，金熙恩 教授（韓国 慶北大学校）よりお話い 

図 1 崔 正和 教授 による日本語での  

特別講演「Clothing and Health」 
図 2 セミナー会場の様子 
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ただきました．被服衛生学による実社会への貢献

性の高さを改めて認識したご講演でした． 
 続いて特別講演 2（図 1）では，崔正和 教授（韓

国 ソウル大学校）より，衣生活が健康の維持と

増進に繋がることを客観的データとともに示して

いただきました．日常生活から衣服を切り離すこ

とは不可能に近いだけに，衣服の役割とその重要

性について，一般にも広くかつ正しく理解しても

らうことが今後の被服衛生学に科せられた課題の

一つであろうと痛感しました． 
 特別講演 3 において，安河内朗 教授（九州大

学大学院）より，人工環境下で生活することに起

因するヒトの“潜在的な緊張”の評価法をご教示

いただくとともに，その具体例として，人工的な

光環境がヒトの適応能に及ぼす影響についてご講

演いただきました． 
b）海外研究報告 
 ネットーワーク環境の充実化に伴い，海外との

共同研究が激増している近年，被服衛生部会会員

の関心も海外に向けられてきています．そこで，

海外留学報告では，在外研究からご帰国されたば

かりの薩本弥生 准教授（横浜国立大学）と小柴朋

子 教授（文化女子大学）より，準備から帰国まで

の流れと，留学先での研究成果についてお話しい

ただきました．留学手続きのノウハウをはじめ，

異国での研究活動と生活のバランスを維持するコ

ツなど，非常に役立つ情報を提供していただきま

した． 
c）研究発表 
 研究発表では，留学を含め韓国からは 3 件，日

本からは 9 件の，計 12 件の研究成果が発表され

ました．それらの内容は，被服の着用意義を生理

学的に評価したものから，体温調節系，温熱的快

適性評価，衣服による心身の健康維持や作業能の

向上，靴や防護服設計に至り，被服衛生学の発展

に貢献する知見はもとより，関連の学術分野や実

社会への貢献も期待できるものでした． 
 質疑応答（図 2 と図 3）では，各研究発表に対

して，厳しくも温かく，非常に示唆に富んだ議論

が交わされました．このような活発な議論は，発

表者にとって，考察をより深めて，研究を発展さ

せる有益な機会であったと確信しています． 
3）懇親会 
 セミナー第一日目の夜には，恒例の懇親会が，

同会場にて催されました．美味しいお料理を片手

に，国や産官学などの立場を超えて親交を深めた

り（図 4 から図 6），日韓の学生同士の交流も深

めることができました．この日韓の親交が，共同

研究などに発展するきっかけになれば幸いです． 
4）オプショナル見学会 
 二日間に渡るセミナー閉会後，九州大学大学院

芸術工学研究院の所有する「環境適応研究実験施

設」と「居住空間実験施設」の見学会を開催しま

した． 
 「環境適応研究実験施設」は，ヒトの環境適応

能を実験的に検討することによって，健康で安全

・快適な生活環境や製品のあるべき条件を明らか

にすることを目的とした実験施設です．ヒトの生

理・心理反応に及ぼす様々な要因を検討するため

に，気圧，温度，湿度，気流，照度，水圧等を広

範囲に制御できる人工気候室が 7 室も備えられた

世界最大規模の実験施設です．国際的にも中核的

図 3 研究成果の発表に聞き入る参加者の

皆さん 
図 4 懇親会でも見られた日韓の交流 
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研究施設で行われている最先端の研究を，間近に

して，参加者にとって大変良い刺激になったこと

と思われます．  
 住宅内における日常動作や実生活における生理

反応を測定するために建設されたのが「居住空間

実験施設」です．充実した三次元動作測定システ

ムを用いて，浴槽高さが動作に関する実験のデモ

ンストレーションを行っていただきました． 
 
４．おわりに 

 本セミナーでは，被服衛生学に関する研究につ

いて，日韓の研究者によって活発な議論が交わさ

れ，さらには親睦も深めることができ，その目的

である日韓の学術的交流は達成されたものと思わ

れます．これは，九州という遠方での開催にも関

わらず，本セミナーには 59 名，オプショナル見

学会には 36 名という，多くの方にご参加いただ

いたお陰です．そして，特別講演，在外研究報告，

研究発表や座長をご快諾くださいました方々に

も，厚く御礼申し上げます． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 最後に，本セミナー開催に際して，企画から運

営までご尽力くださいました実行委員の先生方な

らびに，セミナーおよびオプショナル見学会の準

備と運営にご協力くださいました九州大学大学院 

芸術工学研究院 助教 石橋 圭太 先生（現 千葉

大学 准教授），技官 藤原 睦弘 氏をはじめスタ

ッフの皆様に，ここに記して謝意を表します．  

 

 

＜連絡先＞ 

〒612-8522 京都市伏見区深草藤森町 1 番地 
京都教育大学 教育学部 深沢 太香子 
電話・FAX：075-644-8318 
e-mail： fukazawa@kyokyo-u.ac.jp 
 
〒815-8540 福岡市南区塩原 4-9-1 
九州大学大学院 芸術工学研究院 栃原 裕 
電話・FAX：092-553-4522 
e-mail： tochi@design.kyushu-u.ac.jp 

図 5 懇親会での歓談 その 1 図 6 懇親会での歓談 その 2 
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【庶務報告】 

 平成 22年度 第一回役員会（メール会議） 

議事録抜粋 

日時：平成 22年 4月 30 日（金）～5月 14日（金） 

議事： 

１．報告事項 

1）平成 21年度事業報告：資料①（平成 21年度

事業報告・平成 22年度事業計画） 

2）平成 21年度会計報告：資料②（平成 21年度

収支計算書），資料③（平成 21年度貸借対照

表）資料④（監査報告書） 

3）庶務：会員動向報告 

２．審議事項 

1）平成 22年度事業計画 

①第 29回被服衛生学セミナー:平田耕造先生

（神戸女子大学）を実行委員長として,平成

22年度 8月に神戸地区の開催が承認. 

②被服衛生学部会 30周年記念事業(本の出版)

：平成 23年度に被服衛生学部会 30周年記念

事業として本の出版を提案.継続して審議す

ることを承認. 

③被服衛生学部会 30周年記念行事（第 30回被

服衛生学セミナー）：関東地区での開催を承

認. 

2）平成 22年度予算案：資料⑥（平成 22年度収支

予算書）承認．出版事業承認後は補正予算で対

応する． 

3)その他：学会やセミナーの参加費,夏季セミナー

の位置づけについて意見があり,部会総会で問

題提議を行い,夏季セミナー活性化のために,

継続的に審議を行うこととした.(文責 丸田) 

 

 

平成 22年度 第一回総会議事録抜粋 

日時：平成 22年 5月 29 日（土）11:30～12:35 

場所：広島大学東広島キャンパス 

出席者：約 23名 

議事： 

１．報告事項 

1) 企画：平成 21年度実績報告,①第 28回被服衛

生学部会セミナー（於福岡 2009/8/28～29,参加

者 59名,②九州大学環境適応研究実験施設見学

会(2009/8/29、参加者 36名). 

2) 編集：被服衛生学第 30号発行準備状況報告. 

3) 会計：平成 21年度収支決算、貸借状況報告. 

4) 監査報告：監査報告、総会にて承認. 

5) 庶務：会員動向報告.115 名（2010/3/31 現在） 

6)ホームページ：部会報掲載の報告.ホームページ

の改善を検討中である旨報告. 

7)第 28 回被服衛生学セミナー報告：企画に同じ. 

8)その他：夏季セミナー参加費について意見交換. 

２．審議事項 

1）第 29回被服衛生学セミナーの開催について 

神戸女子大学教育センターにて（8/27～28）開

催案（大会長 平田耕造先生）. 

2）被服衛生学部会 30周年記念事業について 

30周年記念事業として衛生学部会員の仕事をま

とめた書籍を発行する案が示され,承認. 

3）第 30回被服衛生学セミナーの開催について 

関東地区担当,大会長小柴朋子先生. 

4）平成 22年度予算について 

平成 22年度予算案が説明され,承認. 

5)被服衛生学部会規約の制定について：承認. 

6)被服衛生学部会会則の廃止について：承認. 

7) 7）その他：ホームページ制作管理の業者委託の検

討開始の提案が示され,承認. 

(文責 菊池,丸田) 

 

平成 22年度 第二回役員会議事録抜粋 

日時：平成 22年 8月 27 日（金）11:00～12:30 

場所：神戸女子大学教育センター 

議事： 

１．報告事項 

1) 企画：①第 29回被服衛生学セミナーが本日か

ら 2日間開催.②来年開催の第 30回被服衛生学

セミナーの企画（大会長小柴先生）.③被服衛

生学部会会報の発行 30周年記念の書籍出版. 

2) 編集：被服衛生学部会会報第 30号の準備状況

報告.カラー写真、郵送費を含めて約 15万円.

学会誌形式で発刊できるようになった. 

3) 会計：現在の会費納入状況報告. 

4) 庶務：会員動向報告.名誉会員の内規を定める

べきとの意見があり,検討課題とした. 

5) ホームページ：ホームページ作成の業者から

見積もりは10万円,管理委託は最低でも月1万

円.更新頻度から考えて,管理委託をせず,ホー

ムページ作成のみを依頼したいとの報告.議論

の結果,部会員でも簡単に情報をアップできる

よう,ホームページを一度業者に作成してもら

うこととした.また,更新方法をマニュアル化
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し部会員でも更新できるようマニュアルを引

き継ぐ方向で進めることとした. 

6) 第 29 回被服衛生学セミナー：大会長平田耕造

先生より,2日間の内容が説明. 

7) 第 30 回被服衛生学セミナー準備状況：大会長

小柴朋子先生より,第 30回セミナーが、2011 年

8月 30 日（火）～31日（水）、長野県飯山市

文化北竜館で開催予定である旨説明. 

8) その他：被服衛生学セミナーを親学会の活動助

成として申請した旨報告. 

２．審議事項 

1) 被服衛生学部会 30周年記念事業について（本

の出版）：部会長より現段階での提案. 

2) 親学会への活動助成申請について 

 第1期申請が落選の場合,第2期申請について意

見交換. 

3) 2011-2012 年度役員について 

メール配信・協議により次期役員を決めること

を,本日午後の総会に諮ることとした. 

4) その他：部会報 30号の執筆者について,以下の

先生に依頼決定.（海外レポート：西原先生,

研究室紹介：多屋先生,編集後記：野上先生） 

          (文責：菊池・丸田) 

 

 

平成 22年度 臨時総会議事録抜粋 

日時：平成 22年 8月 27 日（金）17：15～18：00 

場所：神戸女子大学教育センター 

出席者：約 34名 

議事： 

１．報告事項 

1) 企画：①第 29回被服衛生学セミナーが本日か

ら 2日間開催.②第 30回被服衛生学セミナーの

企画.③被服衛生学部会会報の発行 30周年記念

の書籍出版. 

2) 編集：部会会報第 30号の準備状況報告.クリ

スマス頃発送予定. 

3) 会計：現在の会費納入状況報告. 

4) 庶務：会員動向報告.学生会員の勧誘.名誉会員

へ推薦する先生について案を作り,来年度春の

総会に諮る予定. 

5) ホームページ： ホームページを 10万円で一

新予定. 

6）その他：被服衛生学セミナーを親学会の活動

助成として申請報告. 

7）第 29回被服衛生学セミナー：大会長平田耕造

先生より,2日間の内容説明. 

8)第 30 回被服衛生学セミナー準備状況：大会長小

柴朋子先生より,平成 23年 8月 30 日（火）～

31日（水）,長野県飯山市文化北竜館で開催予

定. (開催時期は、2011 年 8月 29（月）～8月

31日（水）の 2泊 3日案に後日変更された.) 

２．審議事項 

1) 被服衛生学部会 30周年記念事業について 

・部会長より本の概要説明：発行の目的：①今

後被服衛生学に取り組む人への情報提供.②ア

パレル業界への情報提供.③業績として使用. 

A5 版 200 ページ.名誉会員の言葉.一人 2ペー

ジ.丸善株式会社.予算 30万円.店頭販売せず.

年内に仮タイトルとキーワードの問い合わせ. 

12 月原稿,年度内発行予定など. 

・歴代部会長の顔写真掲載の提案が出たが,本

人の承諾の問題やどこかで区切る必要がある

のではないか等意見がでた. 

・発行の目的が一定の方向を向いていない.ア

パレル業界に情報提供するなら,内容を重視す

べき.部会誌の特別号との区別をつけるべき.

編集委員会をつくり,きちんと内容を検討すべ

き等意見がでた.･･･継続審議とし,次回春の総

会に中止も含めて再度提案する. 

2) 親学会への活動助成申請について 

 第 1期の申請が落選の場合,第 2期申請に,ホー

ムページ作成事業を申請すること.申請が採択

された場合,セミナー用として使用し,余剰金

は部会に入れてもらう旨承認. 

3) 平成 23-24 年度役員について 

早期に提案の上,メール総会にて承認してもら

う旨承認.5月の総会では決定した役員を承認

することとする.       （文責 丸田） 

 

 

平成 22年度メール会議報告 

日時：平成 22年 10 月中旬～11月初旬 

１． 報告事項 

 親学会より活動助成金（10万円）が助成された. 

２． 審議事項 

1) 平成 23-24 年度新役員人事が承認された． 

2) 30 周年記念事業実行委員会が立ち上げら

れ,その委員長に諸岡晴美先生が推薦され,

承認された．     （文責 三野,丸田） 
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（単位：円）

科　　目 金　額 科　　目 金　額 科　　目 金　額
Ⅰ　事業活動収支の部 　2.事業活動支出 Ⅱ投資活動収支の部
　１.事業活動収入 ①事業費支出 1,279,016 　1.投資活動収入
　　①基本財産運用収入 1,179 　　大会・研究発表会等開催経費 1,083,010 　2.投資活動支出

基本財産利息収入　 1,179 　　講演会・シンポジウム等開催費 　投資活動収支差額 0
　　②入会金収入 0 　　学会誌等刊行費 138,180 Ⅲ財務活動収支の部
　　③会費収入 400,500     研究発表要旨集代 　1.財務活動収入

正会員費収入　 235,500 　　研究補助費 　2.財務活動支出
学生会員費収入　 5,000 　　表彰費 　　財務活動収支差額
海外会員費収入　 　　関連学会協力費 Ⅳ予備費支出 0
賛助会員費収入　 160,000 　　広報費 40,000

　　④事業収入 1,276,000 　　給料手当
会誌購読料等収入　   　 臨時雇賃金

大会等収入　 1,276,000 　　旅費交通費
広告料収入　 　　通信運搬費 15,540

学会刊行物売上収入　 　　消耗品費 2,286
著者負担金収入 　　印刷費

　　⑤補助金収入 0 　　光熱水料費
補助金収入　      事務委託費

　　⑥寄付金収入 0 　　事務所管理費
一般寄付金収入　 　　雑費
特別寄付金収入　 ②管理費支出 201,425

　　⑦雑収入 0 　　　給料手当
雑収入　       退職給付

　　⑧他会計からの繰入金収入 0 　　　福利厚生費
　　　総会費
　　　会議費 192,990
　　　旅費交通費
　　　通信運搬費 7,910
　　　備品費
　　　消耗品費
　　　修繕費
　　　印刷費
　　　光熱水料費
      事務委託費
　　　事務所管理費
　　　諸謝金
      租税公課
　　 支払負担金 525
　　　雑費
③他会計への繰入支出 0

事業活動収入計 1,677,679 事業活動支出計 1,480,441 当期収支差額 197,238
　事業活動収支差額 197,238 前期繰越収支差額 29,931

次期繰越収支差額 227,169

平成21年度収支計算書（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）

（単位：円）

科　　　目 平成21年度 平成20年度 増減
Ⅰ　資産の部
　　１．流動資産
　　　　　手許現金 6,990 29,931
　　　　　普通預金（みずほ銀行）
　　　　　通常貯金（ゆうちょ銀行） 160,179
　　　　　振替口座（ゆうちょ銀行 60,000
　　　　流動資産合計 227,169 29,931 197,238
　　２．固定資産
　　 部会恒常諸活動引当預金
　　　　定期預金（三井住友銀行）
　　　　定期預金（みずほ銀行）
　　　　定期預金（三菱東京UFJ銀行）
　　　　定額貯金（ゆうちょ銀行） 700,000 700,000 0
　　　　　固定資産合計 700,000 700,000 0
　　　　　資産合計 927,169 729,931 197,238
Ⅱ　負債の部
　　１．流動負債
　　　　　未払い金
　　　　　負債合計 0 0 0
Ⅲ　正味財産の部
１．指定正味財産
２．一般正味財産 927,169 729,931 197,238
　　　　負債及び正味財産合計 927,169 729,931 197,238

貸借対照表 （平成22年3月31日現在）
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（単位：円） （単位：円）

科　　目 金　額 科　　目 金　額 科　　目 金　額

Ⅰ一般正味財産増減の部 （２）経常費用 　当期経常増減額 3,500
　１.経常増減の部 ①事業費 　２．経常外増減の部
（１）経常収益 大会・研究発表会等開催経費 1,000,000 　（１）経常外収益

基本財産運用収入 講演会・シンポジウム等開催費 　　　　　経常外収益計
入会金収入 学会誌刊行費 150,000 　（２）経常外費用
会費収入 270,000 研究発表要旨集代 　　　　　経常外費用計
会誌購読料等収入　 研究補助費 　当期経常外増減額
大会収入　 1,000,000 表彰費 　　　　　　当期一般正味財産増減額 3,500
広告料収入　 関連学会協力費 　　　　　　一般正味財産期首残高
学会刊行物売上収入　 広報費 20,000 　　　　　　一般正味財産期末残高
著者負担金収入 給料手当 Ⅱ　指定正味財産増減の部
補助金収入 臨時雇賃金 　　　当期指定正味財産増減額
一般寄付金収入　 旅費交通費 　　　指定正味財産期首残高
特別寄付金収入　 通信運搬費 18,000 　　　指定正味財産期末残高
雑収入　 500 消耗品費 5,000 Ⅲ　正味財産期末残高　
他会計からの繰入金収入 印刷費 5,000
活動積立金取崩し 雑費

②管理費
給料手当
退職給付
福利厚生費
総会費
会議費 60,000
旅費交通費
通信運搬費 8,000
備品費
消耗品費
修繕費
印刷費
光熱水料費
事務委託費
事務所管理費
諸謝金
租税公課
支払負担金 1,000
雑費
減価償却費
他会計への繰入金収入

経常収益計 1,270,500 経常費用計 1,267,000

平成22年度収支予算書（正味財産増減計算書）

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)
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（社）日本家政学会被服衛生学部会規約 

第１条（名称） 
本会は、（社）日本家政学会被服衛生学部会

と称する。 
 
第２条（目的） 
本会は、日本家政学会の部会として、被服衛

生学領域の研究・教育を推進し、併せて家政

学の発展に寄与することを目的とする。 
 
第３条（事業） 
本会は、前条の目的を達成するため次の事業

を行う。なお、その事業計画と事業報告を理

事会に報告するものとする。 
（１）本会総会の開催 
（２）本会セミナーの開催 
（３）部会誌の発行 
（４）その他、本会の目的達成上の必要な 

事業 
第４条（構成員） 
本会は、次の構成員で組織する。 
（１）正 会 員 原則として日本家政学会員

で、被服衛生学領域に関連

する研究・教育者 
（２）賛助会員 本会の目的に賛同し、本会

の事業を援助する個人ま

たは団体 
（３）学生会員 被服衛生学領域に関心をも

つ学生 
（４）名誉会員 本会の発展に特に貢献した

70 才以上の会員で、役員

会が推挙し、総会で承認

された者 
第５条（役員） 
本会に次の役員をおく。 

部 会 長           1 名 
副部会長   1 名 
幹 事          25 名以内 
監  事   2 名 
顧  問  若干名 

 
第６条（部会長の選任・解任） 
部会長（日本家政学会会員に限る）の選任お

よび解任は総会にて行い、理事会の承認を受

ける。 
 
第７条（部会長以外の役員の選任・解任） 
副部会長、幹事及び監事の選任は本会会員の

互選とし、総会の承認を受ける。また、解任

は総会にて行う。 
顧問は役員会において推挙し、総会の承認を

受ける。また、解任は総会にて行う。 
 
第８条（役員の任期） 
役員の任期は１期２年とし、連続２期を上限

とする。 
ただし、総会において本会運営上必要と認め

られた場合はこの限りでない。なお、役員交

代時期における引継ぎに係る詳細は別に定め

る。 
 
第９条（役員の職務） 
役員の職務は次の通りとする。 

（１）部会長は、本会を代表し会務を統括する。 
（２）副部会長は、部会長を補佐し、必要によ

り部会長の職務を代行する。 
（３）幹事は、本会の業務を遂行し、必要に応

じて業務を分担する。 
（４）監事は、本会会計と業務執行を監査する。 
（５）顧問は、必要な助言を行う。 
 
第 10 条(総会) 
総会は、原則として日本家政学会の年次大会

時に開催する。また、適宜臨時総会を開催す

ることができる。 
 
第 11 条(会費) 
（１）会費を徴収するにあたっては、使途を記

載した事業計画・予算を理事会に報告す

るものとする。 
（２）会費は年額、（ア）正会員 2500 円、（イ）

賛助会員１口以上（１口 20000 円）、

（ウ）学生会員 1000 円とする。なお、学

生会員は年度始めに指導教員を通じて申

請する。（エ）名誉会員は会費を徴収し

ない。 
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第 12 条(寄付金) 
本会は事業を推進するにあたり寄付金を収受

できる。ただしこの場合、理事会に報告する

ものとする。 
 
第 13 条(補助金) 
本会は事業を推進するための資金として、補

助金の交付を理事会に申請することができ

る。 
 
第 14 条（会計）  
（１）本会の運営経費は、会費、寄付金および

補助金による。 
（２）会計年度は、４月１日より翌年３月 31

日までとする。 
（３）本会の予算・決算は、理事会に報告する

ものとする。 
 
第 15 条（個人情報の保護）本会は個人情報の安

全管理のため以下を定める。 
（１）本会会員は、個人情報保護の義務を負う。

（２）個人情報の管理は、庶務が担当する。 
（３）個人情報は、名簿管理、諸経費徴収、資

料等送付、広報、役員選出、各賞推薦の

ため、および役員会が特に必要と認めた

場合に利用できる。 
（４）各役員が個人情報を必要とする場合、目

的を添えて庶務に請求する。庶務は部会

長の承認を経て、必要箇所のみを提示す

る。各役員は、業務遂行後、速やかに得

た個人情報を廃棄する。 
（５）本会会員が本人の個人情報を要求すると

き、庶務はこれに応じることができる。 
 
第 16 条（事務局） 
本会の事務局を庶務責任者および会計責任者

の所属する機関内におく。各々を事務局（庶

務）、事務局（会計）と表記する。なお、そ

の詳細は別に定める。 
 
第 17 条（入退会） 
本会への入会および退会は、事務局（庶務）

に申し出る。２年間会費を滞納したものは退

会とみなす。 

 
第 18 条（廃止） 
本会の廃止は総会にて議決し、理事会の承認

を受けるものとする。 
 
第 19 条（規約の改廃） 
部会規約の改廃は、総会にて議決し、理事会

の承認を受けるものとする。 
 
第 20 条（その他） 
本会の運営に必要な事項は、役員会で検討し、

総会の承認を受けるものとする。 
 

【附則】 
１．この規約は、平成22年5月29日より施行し、

同年4月1日に遡及して適用する。 
 
 
 
 

（社）日本家政学会被服衛生学部会内規 

＜事務局＞ 
事務局（庶務）を〒101-8437 東京都千代

田区一ツ橋 2-2-1 共立女子大学（丸田直

美）、事務局（会計）を〒400-0035 山梨

県甲府市飯田 5-11-1 山梨県立大学（斉藤

秀子）におく。期間は平成 21 年４月１日

より平成 23 年３月 31 日までとする。 
 

＜役員交代時期における引継ぎ＞ 
役員交代時期においては交替の前年度に

おける 12 月までを引継ぎ期間とし、１月

以降は原則として次期役員が部会運営に

あたる。ただし会計および会員管理等の

一部業務については新旧の役員が協力し

て任にあたる。 
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(社)日本家政学会被服衛生学部会役員名簿 
 

○：責任者

  平成 21－22 年度 平成 23－24 年度 

  氏  名 所   属  氏  名 所   属 

部 会 長  成瀬 正春 金城学院大学  成瀬 正春 金城学院大学 

副部会長  三野 たまき 信州大学  諸岡 晴美 富山大学 

顧  問  平田 耕造 神戸女子大学  平田 耕造 神戸女子大学 

  伊藤 紀子 元鳥取大学  伊藤 紀子 元鳥取大学 

  田村 照子 文化女子大学  田村 照子 文化女子大学 

監  事  岩崎 房子 元文化女子大学  岡田 宣子 東京家政大学 

  林  千穂 元長野県短期大学  杉本 弘子 元京都教育大学 

企  画 ○ 深沢 太香子 京都教育大学 ○ 潮田 ひとみ 兵庫教育大学 

  多屋 淑子 日本女子大学  船津 美智子 福岡女学院大学 

  平岩 暁子 金城学院大学  小柴 朋子 文化女子大学 

  水野 一枝 東北福祉大学  水野 一枝 東北福祉大学 

  諸岡 晴美 富山大学  平岩 暁子 金城学院大学 

庶  務 ○ 丸田 直美 共立女子大学 ○ 三野 たまき 信州大学 

  内田 有紀 金城学院大学  菊池 直子 岩手県立大学 

  菊池 直子 岩手県立大学  堀  雅子 福岡教育大学 

  堀  雅子 福岡教育大学  永井 由美子 大阪教育大学 

会  計 ○ 斉藤 秀子 山梨県立大学 ○ 内田 幸子 高崎健康福祉大学 

  内田 幸子 高崎健康福祉大学  高野倉 睦子 神戸女子大学 

  西原 直枝 早稲田大学  西原 直枝 早稲田大学 

編  集 ○ 山崎 和彦 実践女子大学 ○ 甲斐 今日子 佐賀大学 

  甲斐 今日子 佐賀大学  嶋根 歌子 和洋女子大学 

  小柴 朋子 文化女子大学  薩本 弥生 横浜国立大学 

  菅井 清美 新潟県立大学  菅井 清美 新潟県立大学 

  野上 遊夏 聖徳大学  野上 遊夏 聖徳大学 

  綿貫 茂喜 九州大学    

ホームページ ○ 平林 由果 金城学院大学 ○ 平林 由果 金城学院大学 

  薩本 弥生 横浜国立大学  佐藤 真理子 文化女子大学 

 

被服衛生学部会 URL：http://www.hifukueisei.jp/ 

庶務メールアドレス：shomu@ml.hifukueisei.jp 
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(社)日本家政学会 被服衛生学部会への入会、名簿変更、退会等の手続きについて 
 
郵送またはＦＡＸによる場合、本用紙を印字して御利用下さい。メールの場合、本部会のホームペー

ジから書式を得て、shomu@ml.hifukueisei.jp 宛に添付して送信して下さい。 
１） 郵送先 〒101-8437 東京都千代田区一ツ橋 2-2-1 共立女子大学家政学部被服学科 丸田直美 
２） ＦＡＸの送り先 03-3237-2500（共立女子大学 丸田直美） 

   ＊2011 年 4 月 1 日以降は下記連絡先に変更になります。 
    〒380-8544  長野市西長野 6-ロ 信州大学教育学部 三野たまき 
            FAX：026-238-4182（信州大学 三野たまき） 

３）記入上の注意事項 
・空欄に御記入下さい。あるいは該当する項目をチェックして下さい。 
・学生会員の方は、指導教員氏名および卒業・修了予定年月を記入して下さい。 

 
― ― ― ― ― ― ― － － キ リ ト リ 線 ― ― ― ― ― ― ― ― 
 

年

会員名簿への

掲載の

諾否に

ついて↓

所　属
(部局名）

月
整理番号（記入不要）

ＦＡＸ番号

20

年
希望する連絡先

届出年月 20

卒業・修了予定年月

※学生会員のみ記入→

自　宅
住所等

メールアドレス

電話番号

月

住　所 〒

メールアドレス

電話番号
所属先

所在地等

所在地 〒

ＦＡＸ番号

(社）日本家政学会被服衛生学部会　入会申込・名簿変更・退会届用紙（正会員・学生会員用）

　

※学生会員のみ

指導教員氏名↓
フリガナ

氏　名

入会

名簿変更

退会

正会員

学生会員

男

女

所属先 自宅

諾 否

諾 否

諾 否

諾 否

諾 否

諾 否

諾 否

諾 否
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こちらは賛助会員用です。 
 

要領等については前頁に準じます。 
 
 
 

 
― ― ― ― ― ― ― － － キ リ ト リ 線 ― ― ― ― ― ― ― ― 
 
 
 

知り合いの部会員氏名（無記入でも可） 届出年月
整理番号（記入不要）

20 年 月

メールアドレス

電話番号
自　宅
住所等

住　所 〒

ＦＡＸ番号

メールアドレス

電話番号
所属先

所在地等

所在地 〒

ＦＡＸ番号

フリガナ

登録代表者氏名
（役職）

(社）日本家政学会被服衛生学部会　入会申込・名簿変更・退会届用紙（賛助会員用）

フリガナ

会員名簿への

掲載の

諾否に

ついて↓

団体・会社名

（部局名）

入会

名簿変更

退会

男

女

諾 否

諾 否

諾 否

諾 否

諾 否

諾 否

諾 否

諾 否
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【投稿要領】 

全般 

１）投稿論文および一般記事の書式等 

 Word を使用する。余白は上 30 ミリ、他の３辺

20 ミリ、45 行、冒頭部は１段組(46 字)、本文は

２段組(22 字)とする。フォントは原則として「Ｍ

Ｓ明朝」とする（英文については後述）。 

 印刷は原則としてモノクロとする。なお、部会

ホームページ上に公開する分はカラー原稿も可。

最終頁では空白行が左右ほぼ均等となるように構

成し、代表者の連絡先を最後に記す。 

２）見出し 

 小タイトル（要約、序論、方法など）は太字と

し、行の中央に配置する。これ以下の見出しは次

の例に従う。 

（大見出しのみ太字とし全て左寄せ） 

           例 

      １．大見出し        

      １）中見出し        

      ａ）小見出しその１ 

      ｂ）小見出しその２ 

 

 

投稿規程抜粋 

１） 筆頭者は本研究部会員または編集委員会が

認めた者とする。 

２） 投稿区分は総説、原著論文、短報（原著論文

より簡明なもの）、報告・技術報告・資料（実

験や調査結果をまとめたもの、研究手法の工

夫や提案等）とする。未発表のものに限る。 

３）総説を除き原則として６頁以内とする。ただ

し編集委員会が認めればこの限りではない。 

４）原稿は和文または英文とする。なお和文原稿

では末尾に英文を配置する。英文の構成は、 

  投稿区分、タイトル、氏名（右肩に番号）、 

番号に対応する所属、要約、キーワードとす 

る。英文要約は原著論文では必須、その他で

は任意とする。 

ａ）キーワード 

 要約の最後にカッコを設け、その中に５個程度

のキーワードを記す。 

 

 

 

 

ｂ）引用文献 

次の２種の内、いずれかを選択する。 

・本文中引用順列記方式 

・著者姓アルファベット順列記方式 

ｃ）稿末での引用文献列記 

・雑誌の場合 

全著者姓名（西暦発行年）：論文題目，雑誌名,

巻(号),引用最初頁―最終頁 

・単行本の場合 

編著者姓名(西暦発行年)：題目,引用最初頁―

最終頁,発行所 

注）雑誌や単行本において、著者あるいは編著者 

が多数であるとき、筆頭者のみでよい。 

ｃ）英文 

  原著論文における構成の概要は以下の通り。フ 

ォントは「Times New Roman」とする。 

 

    Original：Effects of ambient temperature on thermal 
sensations, Oda,Nobuko1) and Toyotomi,Hideko2), 
1)Muromachi Women's University, 2)Edogawa Junior 
College, Abstract: The purpose of this study ･･････
････････････････････････････････････････. 
Keywords: skin temperature, subjective sensation, 
metabolic rate. 

 

５）採択された論文は、部会ホームページ上に公 

  開する。 

６）査読者の氏名、所属、および講評は、原則と 

  して部会誌に掲載する。なお、原著論文にお  

  ける講評に関し、２件を共に掲載する、ある 

  いは１件のみ掲載するという選択について  

  は、著者の裁量とする。 

 

 

投稿される場合、下記へ連絡して下さい。 

  

＜編集事務局＞ 

〒840-8520 佐賀市本庄町１番地 

佐賀大学文化教育学部 甲斐今日子 

電話・FAX：0952-28-8382 

ｅメール： kai@cc.saga-u.ac.jp 



 

 

編集後記 
 

昨年度から新装なりました『被服衛生学』第

30号を発刊することができました。今号は新し

いスタイルが定着するかという指針となりま

す。おかげさまをもちまして、内容、質ともに

十分な部会誌をお届けできたのではないかと

思っております。原稿をお寄せ下った先生方に

感謝申し上げます。 
今年は、記録的といわれる猛暑の夏を過ごし

た直後に、秋の風情を感じる間もなく、冬の気

配が濃厚になってまいりました。東京文京区に

ある小石川植物園では、例年になく木が枯れて

いる様子です。都内の街路樹も枯れ枝が目立ち

ます。人間にとっても過ごしやすいとはいえな

い環境になっているようですが、本部会誌は、

総説から報文まで、現代を生きる人間に寄り添

ったテーマが揃いました。 
改革期に編集責任者の任にあたられました

山崎和彦先生が、今号をもちまして委員を退か

れます。今後は新責任者の甲斐今日子先生のも

と、部会の発展につながるよう、さらなる部会

誌の充実を図っていきたいと考えております。 
今後とも、部会員の皆様方の活発な議論と投

稿をお願い申し上げます。 
（野上遊夏） 
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